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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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① 企業のM&A戦略の実現に向けた情報提供及び助言 ② アフターM&Aアドバイザリーの実施

③ 不動産投資スキームに関するご提案 ④ 投資戦略の実現に向けた情報提供

⑤ 金融商品組成に関する情報提供、助言

⑥ 不動産を含めた資金調達に関する情報提供、助言及び金融機関等の紹介

⑦ 経営・財務に関する分析、必要な専門的かつ有益な各種情報の提供及び営業支援

⑧ 専門性の高い弁護士、公認会計士等のチームアップ

⑨ 銀行、証券会社その他の金融機関の戦略的な活用。

社会情勢が一段と厳しくなっている昨今、企業が生き残る為には
幅広い企業戦略の検討が必要です。また、企業戦略を検討するには
豊富な情報の収集と活用がかかせません。
Ｍ＆Ａクロス様は豊富な経験と実績、高度な専門性、強い交渉力、
幅広いネットワークを活用し、初期的なマーケティングからスキーム
の構築、企業評価、契約書の作成まで高度なアドバイスを行います。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１６２ － 信頼は宝なり 信頼は力なり Ｍ＆Ａクロス

信頼は力なり M&A

〒106-0032 東京都港区六本木4-1-12
六本木ディオーネビル9F
TEL 03-5545-9107 http://www.ma-cross.co.jp

豊富な情報とネットワークで貴社と一緒に企業戦略を構築します

Ｍ＆Ａのプロが提供する

新たな企業戦略アドバイザー
資金の調達もしくは活用方法にお悩みではありませんか

代表取締役：山口 直樹 様

① 月１回以上の企業戦略会議の実施

② 戦略に合わせた情報の提供、選定

③ 戦略ストラクチャーの構築、実施

④ 代理人としての交渉

クライアント：上場企業 通信

戦略：M&Aによる事業拡大

実績：マーケティングによる対象企業の選定、
交渉、クロージング、買収後の体制構築、
営業支援

成功事例Ⅰ

クライアント：未上場 システム開発

戦略：MBOによる親会社からの独立

実績：戦略の構築、実践、独立後の体制構築、
金融機関の活用によるCF効率のアップ

成功事例Ⅱ

サービス内容

ご提供内容

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 03-5545-9107まで、直接ご連絡お願いします。
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１６３ － 代々木駅徒歩１分のレンタル会議室
社団法人 全国酪農協会

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-37-20 酪農会館1F
TEL 03-3370-5341 http://www.rakunou.org

全国酪農協会様は、全国の酪農業の発達のために、共済制度の
普及、海外・国内の視察旅行、各種出版事業を行われています。
今回、酪農会館との合併に伴い、レンタル会議室事業を開始し
ました。代々木駅から徒歩１分の好立地をいかし、近隣の方は
勿論、都内で会議室を捜している方はぜひご利用ください。

全国酪農協会 会議室

下見・お問い合わせは、
お電話にて

お気軽に御連絡ください

ＴＥＬ ０３－３３７０－７２１１飲食持込OKです。立食パーティー

や宴会等にもご利用ください。

A会議室と合わせてご利用いただけます。

ヨガ教室や、書道教室としてもご利用いただけます。
掘りごたつも完備されているので、宴会にも最適です！

特別会議室 Ｂ会議室

Ａ会議室

松の間（和室） 竹の間（和室）

楕円形30席 ソファー8席

14,000円/3時間～

スクール26席

6,000円/3時間～

6名～10名

5,000円/3時間～

6名～20名

6,500円/3時間～

スクール26席

6,000円/3時間～

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 03-５３６８－６８２８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 03-3370-7211まで、直接ご連絡お願いします。
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１６４ － 清掃よりキレイに、リフォームより早く安く
フィアーズ企画

株式会社フィアーズ企画 環境事業部

〒244-0801 横浜市戸塚区品濃町1732-1
TEL 045-820-2083 http://www4.ocn.ne.jp/~fiarz-k/

特殊ケミカル洗浄「FIARZ MOS工法」で、ビル・建物
内外のカビ・汚れを根元から分解！除菌・除カビ・
消臭効果により健康被害や施設の劣化を軽減します。
スクラップ＆ビルドを行うことなく、汚れを除去する
ことで、大切な施設を長く使い続けることが可能です。

事例紹介

フィアーズ企画

お得なクーポンをホームページに掲載しております。
パソコン・スマートフォンでご覧になれます。

お子様にも安心ですお子様にも安心です

環境に配慮した安全な洗剤使用環境に配慮した安全な洗剤使用

大分県
ハーモニーランド
皇太子殿下
御成婚記念庭園

木部のカビや雨染みもスッキリと♪木部のカビや雨染みもスッキリと♪

ひどい汚れのバスタブも
交換いらず！

ひどい汚れのバスタブも
交換いらず！

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 03-５３６８－６８２８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 045-820-2083まで、直接ご連絡お願いします。
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愛車の整備・カスタマイズをするための、レンタルガレージです。
元々、パイプの開先加工機の製造・販売をする三陸精工様の社長が
本社敷地内に、車の整備・カスタマイズをしたい方にガレージを
解放したことがきっかけではじまりました。

ガレージでは、なかなか手に入らないレアパーツが販売され、
整備技術に関しても熟練の技術員がサポートしております。
愛車の整備・カスタマイズはユーパーツ様で！

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１６５ － 愛車の整備・カスタマイズをするなら
レンタルガレージ Ｕ’ＰａｒｔｓＳａｎｒｉｋｕ

レンタルガレージ UPS

〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町17-10
TEL 045-771-1388 http://uparts-sanriku.com/rental/

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 045-771-1388まで、直接ご連絡お願いします。

ピットガレージ
レンタル

パーツ買取・販売
一般整備

カスタマイズ

初心者でも安心！
プロがアドバイス

買ったその場で
取り付けが可能

経験豊富な
メカニック対応

ピットガレージをご利用いた
だけます。レンタルリフト、
タイヤチェンジャー、タイヤ
バランサー、その他器具の貸
出も行っています。

初心者の方でも安心してご利
用いただけるように、プロの
技師がアドバイスさせていた
だきます。

パーツの買い取り、販売をい
たします。古い車種の部品や、
最新のパーツまで幅広く取り
扱っており、低予算で最大限
のカスタマイズが可能です。

販売に関しては、インター
ネットでの販売も行っており
ます。

車の整備やカスタマイズも
行っています。

経験豊富なメカニックが、最
高の技術力でお客様の愛車を
整備・カスタマイズさせてい
ただきます。

レンタルガレージ ＵＰＳ

インターネットでも販売しております！

希少パーツからオリジナルパーツまで幅広い品ぞろえ！

パーツはオフィシャルサイトからご注文いただけます。希少パーツから、オリジナ
ルパーツまで、幅広く取りそろえておりますので、是非ご覧ください！

まずはお気軽にお問い合わせください

０４５－７７１－１３８８
営業時間/10:00～20:00

定休日/水曜日
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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、

水まわりの修理、地震対策工事なら
埼玉県草加市にある
修理職人工房ＫＯＵＷＡへ

〒340-0032 埼玉県草加市遊馬町139-8
TEL 048-926-2691 FAX 048-926-2692

幸和産業株式会社 http://www.pro-kouwa.com/

情報をご紹介しております！

売りたい 買いたい ＰＲ情報

修理職人工房KOUWAは、電気工事、ガス工事、

設備工事などをすべて自社で行うことができる多能
工の職人集団です。従来までの分離発注方式のリ
フォーム業者にはない、さまざまなメリットがあります。

１．下請けコストがかからないから、低価格！

２．いろんな作業が一度で済むから、スピーディ！

３．全工程を見ているから、完成像を意識した
ご提案ができる！

空港業務に精通したスタッフによる
きめ細かいサービスが特長の
空港送迎サービス会社です！

〒174-0051 東京都港区芝大門1-10-5 芝パークビル4F
TEL 03-5425-1415 http://www.airport-sougei.com/

成田空港送迎サービス社（株式会社フレンドシップ）

成田空港送迎サービス社

ハイヤー等での空港お出迎えサービスやトータル
エスコートはお任せください。主張等でのタイムロス
を無くします。

VIPのお客様、研修生で渡航が不慣れな海外から
のお客様に対しては、TEIスタッフが空港からホテ

ル、会議場等まで同行してご案内いたします。

・海外からのVIP。日本語の壁が不安・・・

・地方から来たため、宿泊先までのルートや
手続きが不安・・・

・団体旅行だが、案内人がおらず手続きが不安・・・

⇒こんなときは、ご相談ください！！

修理職人工房 KOUWA

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

株式会社こころ（近江屋呉服店内）

真の水 スーパーマイム

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

〒335-0001 埼玉県蕨市北町2-9-29
TEL 048-431-2336 http://supermayim.com/

ＰＲ情報

ＰＲ情報
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（フォーバル マッチング担当：竹之内 賢輔）

②神奈川県川崎市／住宅建築

川崎市・横浜市近郊で家のクリーニング
作業を専門とする（あるいは得意とする）
業者を探して新規に取引をすることを考えて
います。

なかなかいい会社が見つかりません。仕上
げと、ごみの分別回収もきちんとしてくれる
業者さんを希望しております。

フォーバル担当：木村 正

①東京都大田区／メッキ加工治具販売

テスト用の治具を無償提供いたします。
多機能治具のテスト加工をご希望の方はご連絡く
ださい。標準治具または御社専用治具のご希望も
お受けいたします。

フォーバル担当：竹之内 賢輔

お客様同士の出会いをフォーバルが仲立ちいたします！

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：

⑤東京都中央区／保険代理店

営業代行会社さんを紹介してください。

新規事業として、弁護士事務所と組み、老人や障害
者の身元保証人を行う社団法人を立ち上げる予定
です。よろしくお願いいたします。

フォーバル担当：武内 寛之
④東京都墨田区／ブラインドクリーニング・販売

移転などの際にテナントの原状復帰をしたり、移転先

にブラインドを販売設置いたしますので、不動産会
社さんなどご紹介ください。

フォーバル担当：岩崎 慶太

③東京都新宿区／アパレル製造・企画

レディースアパレルメーカーで中国やアジアに進出
したいと考えている会社様を紹介して欲しい。

中国の物流に強い会社も紹介して欲しい。
例えば、中国で販売権を持っている会社など。

フォーバル担当：大野 文子

⑦神奈川県横浜市／汚泥脱水機メンテナンス

下水処理場の汚泥脱水機のメンテナンスを主な事業と
しています。他、発電用のエンジンのメンテナンス等を
行っています。

公共事業で下期に仕事が集中しており上期にで
きる仕事を探しています。特殊な機械のメンテナン
スで人手が足りないこともあるので、同じような業種や
業者の方を探しています。

フォーバル担当：佐藤 智彦

⑥神奈川県横浜市／電気工事

年間100万円近く工具がなくなってしまい困ってい
ます。工具は倉庫に置いてあり、24時間従業員が取り
にいけるようになっています。どんな対策を打てば良い
かアドバイスが欲しいとのことです。あわせてETCカード
もなくなってしまったそうです。手間がかからない管理方
法があれば教えて欲しい。

フォーバル担当：入江 博子
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⑧東京都渋谷区／太陽光発電研修センター

太陽光発電の研修センターなどを運営してお

ります。研修の申し込みやマニュアルのダ
ウンロード・受講修了者の管理やライセン
スのダウンロードなどWEBで確認更新で
きるシステムを考えております。何かよいシ
ステムはありませんでしょうか？

マニュアルにコストがかかっており、研修用や
現場用にi-Padを100台ぐらい考えております。
まとめてソリューションいただけると助かりま
す。

フォーバル担当：永井 宏仁

⑨東京都渋谷区／ソフトウェア

外来者訪問が多いので、ドアセキュリティカードや
入退室管理導入を考えています。ローコストでお
手軽に導入可能なシステムをやってくれる業者を探
していますので紹介してください。

フォーバル担当：萩原 幸夫

⑪東京都板橋区／葬祭業

葬祭業界の不明瞭な料金体系をオープンにし、業
界そのものを変えていくことを強く考えています。

お客様自身が葬儀のプランニングをする、「セルフ
プランニング」というシステムをもっと広めたいと考

えています。マスコミ利用も考えましたが、他に効
果的な宣伝・普及方法はないでしょうか？

フォーバル担当：本多 淳也

⑩東京都中央区／衣料品卸

現在主に中国から女性下着を輸入をしています。新た

な取引先を模索中です。台湾にコネクションを持っ
ている衣料関係の業者さんを紹介してほしい。

フォーバル担当：萩原 悟志

⑫埼玉県草加市／屋根補修

屋根工事全般を行う業者です。現在、埼玉県、福島県

を中心に補修工事を行っております。即戦力になる
屋根工事職人を探しています。震災で困っている方
の助けになりたい経験者を募集してます。

フォーバル担当：武内 寛之

アルミニウム材料販売問屋 の

ニッカル商工株式会社様より
“電子カタログ”を作りたいと
ご要望をいただきました。

株式会社ファインプロス様をご
紹介し、電子カタログ制作にて
マッチングに成功いたしました。

ビル･マンション修繕工事のエー
ス建装様より“福利厚生”を整備
したいとご要望をいただきまし
た。

社会保険労務士の田中様をご
紹介しましてマッチングに成功
いたしました。

ホテルなど弱電工事の株式会
社アートレックス様より“苦手な
工事の下請け”をお願いしたい
とご要望をいただきました。

弊社グループ会社のフォーバル
テクノロジーを紹介し、マッチン
グに成功いたしました。
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フォーバルはＣＳＲ活動として、下記の４点を挙げています。

・社会貢献につながる事業活動の推進
・ステークホルダー(社員・家族・顧客・株主・取引先）への理念浸透

・ＣＩＥＳＦへの寄付活動の検討
・地域社会貢献活動への参加

今回はその中の１つ、「地域社会貢献活動への参加」の一環として実施
した、「全国一斉！フォーバル早朝清掃の日」について、「Ｃｏｒｅｅａ」誌面
をお借りして、ご紹介させていただきます。

この早朝清掃活動は、もともと本社と営業拠点のある青山・渋谷地区で
１年前から、毎月１回行っているものです。読者の皆さまの中でも、青い
ジャンパー姿でゴミ拾いをしている集団を眼にされたことのある方もいらっ
しゃるかもしれません。

今回は、この活動をフォーバル全社に呼びかけ、１２月１２日に
「全国一斉！フォーバル早朝清掃の日」を実施したものです。

当日は、なんと３５１名もの有志
が参加し、普段お世話になって
いる地域の清掃を行いました。

今後もフォーバルでは、継続して
ＣＳＲ活動を行っていきたいと
思います。

鹿児島・天文館にて青山・渋谷地区にて名古屋・名駅にて

横浜・関内にて福岡・博多にて江東区・隅田川にて

品川区・西五反田にて

中央区・神田にて

大阪・西本町にて
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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　岡本　珠亀子

労働組合法上の
　　　「労働者」 該当性

弁護士シリーズ  第 28回

　また、今年の７月、厚生労働省の「労使関係法研究会」の研究会報告書において、次のように、労働組合法上の労働者性を判断する
際の判断要素が示されました。

　ただし、これらはあくまで判断「要素」でしかなく、いずれかの判断要素の一部が満たされなくても、ほかの要素次第で労働者性を肯定される
ことになります。また、これらの要素を検討する際には、契約の形式（雇用、請負など）のみにとらわれるのではなく、当事者の認識（当該契約の
下でいかに行動すべきか、という行為規範に関する認識）や契約の実際の運用も重視して判断すべきであるとされています。
　前述の２つのケースの判決は、研究会報告書よりも前に出されたものですが、研究会報告書の判断要素をほとんど検討した上で結論を導い
ています。例えば、合唱団メンバーのケースを研究会報告書の判断要素に照らし合わせると、次のようになります。（以下、数字は上記（１）①な
いし（３）の⑥に対応しています。）

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

おかもと　しゅきこ

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）

基本的判断要素として

補充的判断要素として

消極的判断要素として

①

②

③

④

⑤

住宅設備機器の修理補修業従事者の件でも、同様に、研究会報告書の判断要素に照らし合わせて検討するこ
とができます。

① 事業組織への組み入れ、 ② 契約内容の一方的・定型的決定、 ③ 報酬の労務対価性

④ 業務の依頼に応ずべき関係、 ⑤ 広い意味での指揮監督下の労務提供

⑥ 顕著な事業者性

（1）

（2）

（3）

（1）

（2）

メンバーは、各公演の実施に不可欠な歌唱労働力として財団の組織に組み込まれていた。

財団は、公演件数、演目、稽古日程等、メンバーが歌唱の労務を提供する態様も一方的に
決定している。

メンバーは、財団の指示に従って公演及び稽古に参加し歌唱の労務を提供した場合に、基
本契約書で定める報酬の支払いを受けていた。

基本契約を締結する際、メンバーは、財団から、すべての個別公演に出演するために可能
な限りの調整をすることを要望されていた。また、メンバーが個別公演への出演を辞退し
た例はわずかだった。

メンバーは財団により一方的に決められた日時、場所において、歌唱の労務を提供してい
た。歌唱技能の提供の方法や歌唱内容については財団の選定する者の指揮を受け、稽古へ
の参加状況について財団からの監督を受けていた。

　昨今、経費削減や業務効率の向上等のために、就労形態が多様化しており、業務に従事している者が各労働関係法規上の「労働者」
に該当するのか、分類が難しいケースが増えてきています。これは、労働関係法規上の「労働者」として権利や地位を保護する必要が
あるかどうかに関わってくる問題です。
　労働関係法規ごとに、「労働者」は定義されています。例えば、労働基準法では、労働者は、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に

使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と定義され、労働組合法では、労働者は、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収
入によって生活する者をいう。」と定義されています。ただ、これらのように定義されているからといって、各法規における「労働者」に該当す
るか否かを、簡単に判断できるわけではありません。

　今年の４月１２日に、労働組合法上の「労働者」に該当するかが争われた２つのケースについて最高裁判決が出されました。いず
れも、法人が「労働組合法上の労働者ではないのだから、労働組合との団体交渉に応じる義務はない。」と主張して労働組合との団体
交渉を拒否した事案です。
　一つのケースは、新国立劇場運営財団と出演契約を締結している合唱団メンバーが労働組合法上の労働者に該当するのかが争わ

れたケースです。もう一つは、住宅設備機器の修理補修等を業とする会社と業務委託契約を締結してその修理補修業に従事する者が労働組合
法上の労働者に該当するのか否かが争われたケースです。これら２つのケースとも、個々の具体的な事実を検討した上で、業務従事者が労働組
合法上の「労働者」に該当すると判断されました。

1

2

3

4
　「労働者ではない」ということになれば団体交渉に応じる義務もありませんので、たしかに、「労
働者ではない」という主張は、企業側にとって魅力的にうつります。しかし、委任契約等であっ
て雇用契約ではないからといって、安易に「労働者ではない」と主張して交渉を拒否するのは、
かえって紛争を大きくするおそれもあります。企業としては、契約の個々の内容を上記の研究会

報告書の判断要素に照らし合わせて労働組合法上の「労働者」に該当するかどうかを検討する必要があると考
えられます。

得意分野

弁護士　岡本　珠亀子



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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Apple 社のアプリオブザイヤーに指定され、タイム誌の
2010 年度ベスト 50 発明にも選ばれた Flipboard 。

このアプリを使うと、Facebook、Twitter、Google Reader、LinkedIn、Flickr、
Instagram で友達が共有しているニュース、写真、ビデオ、アップデートなどを
雑誌のようにきれいにレイアウトしてくれ、おしゃれにすばやく閲覧できます。

英和・和英辞書といえばウィズダム英和・和英辞典ですね。
AppStore のオープンと同時に公開され、今日まで更新が続き、多くのユーザ

ーに愛されている定番アプリです。
これさえ入っていれば電子辞書も必要なくなるかも？

無料にも関わらず、制限なく「タブ」機能を使えたり、Windows・Mac・iPad版との
ブックマーク同期が可能なブラウザアプリです。さらに、片手でもすいすい操作
できる「ジェスチャ」や「スワイプタブ移動」などがとても便利！

「Safariの使い勝手がちょっとよくなったらいいなあ」と感じている

人にはオススメです。まずは、スワイプタブ移動を使ってみて欲しいです。

それに慣れたら、ジェスチャにも挑戦！

パソコンでお使いの方も多いかと思いますが、有害サイトを遮断してくれるフィ
ルタリングソフト「i-フィルター」のiOS版です。未成年のお子様がネットを使うと
いうご家庭では、フィルタリングソフトは必須と言っても過言ではないと思いま
す。見せたくないサイトのカテゴリ別の設定や、利用時間の設定、さらにはブラ
ウザアプリ自体の利用制限やインストールなどの機能制限をかけることもでき
ます。

あけましておめでとうございます！今年もフォーバル、そして「Coreea」をどうぞよろしくお願いいたします。

昨年からスタートしたこのコーナーでは、iPadを既に持っている方も、持っていない方も、まだまだiPadにはいろいろな

使い方があることを知ってもらいたい！そんな気持ちで記事を書かせていただいております！

今年もドンドン素敵な機能やアプリなどご紹介させていただきますので、これからの記事にもどうぞ期待ください！

さて、新年ということもありますので、今月・来月号ではiPadの最強アプリから
今年“くる”であろうアプリまで！大紹介しちゃいます！

iPadおすすめアプリ大紹介
※iPadは、Apple Inc.の商標です。

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。

Flipboard
1.5.3（無料）

ウィズダム
英和・和英辞典

（2,800円）

Sleipnir
Mobile
（無料）

i-フィルター
（無料）
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大久保秀夫 経営塾
～「やり方」経営から「在り方」経営へ～ （第1回）

ご購入はこちら

皆さまこんにちは、フォーバル 会長の大久保 秀夫と申します。
平素はフォーバルの商品ならびにサービスをご愛顧いただきまして、心から御礼申し上げます。

私は25歳でフォーバルを起業してから、およそ30年余りの間、企業経営をしてまいりました。
まだまだ人にお教えするような立場ではありませんが、近年はセミナーや勉強会、書籍などを通じ、
私が経営者として実際に経験してきたことをご披露させていただく機会が増えています。おかげさまで、
多くの方に「参考になった」「私の考えは間違っていなかった」と喜んでいただけております。

こうした場を通じて披露させていただいている内容について、「Coreea（コーレア）」誌面で毎月少しずつ、
そのエッセンスをご紹介させていただくことになりました。少しでも皆様の経営のヒントになれば幸いです。

私がお教えしていることを一言で言うと、「しっかりとした『在り方』を持ちましょう」ということです。
一方、多くのセミナーやビジネス書で教えているのは、勝つための「やり方」、これしかありません。
しかし、「やり方」ばかりを求めても、会社は絶対に伸びません。なぜかというと、経営の根幹となるもの

が欠けているからです。「やり方」というのは、木に例えると枝のようなもの。細い幹に枝ばかりつけても、
木は倒れてしまうのです。よってこのコーナーでは、「まずは経営の根幹となるものを作る」、そのための経
営者としての「在り方」、企業としての「在り方」、人間としての「在り方」について考えていきたいと思い
ます。

「継続こそ力なり」とよく言われますが、会社は存続させることが最も大事です。反対に「存続させな
い」ということはどういうことか？この不景気の世の中ですから、いろいろな会社が「倒産した」という話を
聞くと思います。１つの会社がコケたときにどういう影響があるか？まず、これをしっかり理解してください。

あらゆる企業には必ずステークホルダーがいます。その企業が存続しないということは、そこに関わる社員
も、その家族も、取引先も、そこで働く従業員も、株主も、お世話になった方々に恐ろしい不幸を与えること
になるのです。小さい会社であれば、周りに及ぼす影響はそれほど大きくありません。しかし、これが大きな
会社となると、１社沈むだけで周りに大変な影響を及ぼします。ちょうどタイタニックのような大きな船が沈
むとき、逃げようとする周りの船も人も渦に引き寄せられ、一緒になって沈んでいってしまう様子に似ていま
す。だからこそ大企業が倒産しそうになると、 「会社更生法だ」「公的資金投入だ」と、みんな一生懸命救
おうとしているわけです。

しかし、環境の変化に対して適応できなければ、企業というのはコケます。冬になり、寒くなったのに裸の
ままでいたら風邪をひきますよね？寒くなったら服を着なければいけないのです。会社も同じで、常に変わっ
ていく環境の変化に適応しなければいけません。日本は「少子化です」「もう市場拡大は見込めません」と言
われているのに、ずっとそこに固執していることは、環境に適応できているといえるでしょうか？

大久保 秀夫 著 「在り方」 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。
1,575円（税込み） 2011年8月12日発売

【問い合わせ先】 アチーブメント出版：03-5719-5503 http://www.achibook.co.jp/

「自分の持っているミッション、サービスは何なの
か？」と考えたときに、それが現状の中で維持できる
か？できないか？という予測をしっかり立てて、そし
て、それに対して適応していかない限り、企業は存続
することはできません。併せて、人を育てないと存続
することはできないのです。このときに、一番大きな
ポイントとなるのが、経営者がきちんとしたビジョン
を持っていることです。ビジョンがあるから、戦略が
立てられるのです。次回は、この「ビジョン」をテー
マにお話したいと思います。

大久保 秀夫:1954年東京都生まれ。25歳で新
日本工販株式会社（現・株式会社フォーバ
ル）を設立。代表取締役に就任。電電公社
（現NTT）独占の電話機販売市場に進出。
1988年、当時の日本最短記録で店頭登録銘柄
（現・ジャスダック）として株式を公開。
同年、社団法人ニュービジネス協議会「第1回
アントレプレナー大賞」受賞。東京商工会議
所特別顧問、中小企業国際展開推進委員会委
員長。「在り方」（アチーブメント出版）他。
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昭和基地開設記念日

1957年、日本の南極観測隊が南極・オングル島
への上陸に成功し、昭和基地を開設した

29日

(日)

タロとジロの日

1959年、南極に置き去りにされた南極観測隊の
2匹のカラフト犬・タロとジロの生存が確認された

14 日

(土)

1920年/漫画家：長谷川町子の誕生日

1936年/経営者・京セラ創業者：稲盛和夫の誕生日

1958年/歌手：石川さゆりの誕生日

30日

(月)

手洗いの日

P＆Gが制定。手が5本指であることから、
「い(1)い(1)て(5)」の語呂合せ

15 日

(日)

生命保険の日

1882年、生命保険の受取人第1号が現れたことが報じられた
生命保険のトップセールスの集りであるMDRT日本会が制定

31日

(火)

28日

(土)

27日

（金)

26 日

(木)

25 日

(水)

24 日

(火)

23 日

(月)

22 日

(日)

21 日

(土)

20 日

(金)

19 日

(木)

18 日

(水)

17 日

(火)

16 日

(月)

1968年/歌手：長山洋子の誕生日

1977年/俳優：オーランド・ブルームの誕生日

1966年/お笑いタレント（森三中）：大島美幸の誕生日

1949年/作家：村上春樹の誕生日

1967年/漫画家：井上雄彦の誕生日

1986年/お笑いタレント：イモトアヤコの誕生日

塩の日

1569年、上杉謙信が宿敵武田信玄に塩を送り、
「敵に塩を送る」という言葉のもとになったことから

明太子の日

福岡の食品会社ふくやが制定
1949年のこの日に販売を開始したのを記念としている

とんちの日

とんちで有名な一休さん(一休宗純)から
「いっ(1)きゅう(9)」の語呂合せ

平成スタートの日

1989年1月7日の朝の昭和天皇の崩御を受けて、
7日午後の臨時閣議で次の元号を「平成」と決定し、
翌8日から新しい元号がスタートした

虐殺政権からの解放の日（カンボジア）

1979年、カンボジア救国民族統一戦線が
カンボジアの首都プノンペンに侵攻し、
ポル・ポト政権（民主カンボジア）が崩壊した

東京消防庁出初め式

年の初めに東京消防庁の消防署員らが
消防動作の型等を演習・披露する行事

魚河岸初競り

各地の魚河岸で競りが開始される
新年の初物として御祝儀相場がつけられる

ミャンマー独立記念日

1948年、イギリスから独立してビルマ連邦となった
1989年6月に国号を「ミャンマー連邦」へと改称した

ライスボウル

アメリカンフットボールの日本一のチームを
決定する選手権試合が開催

箱根駅伝

学生長距離界最大の駅伝競走で、東京・大手町から
箱根・芦ノ湖までの往復合計10区間・217.9kmで争われる

元日(New Year’s Day)

新年の幕開けの日。"年のはじめを祝う"国民の祝日
1948年7月公布・施行の祝日法によって制定された

ダンスパーティーの日

1883年、麹町山下町に鹿鳴館がオープンした
ことを記念する日

13 日

(金)

1587年/羽柴秀吉が太政大臣に任じられ、豊臣姓に

1973年/ベトナム戦争が正式に終戦

2011年/鹿児島県の新燃岳が52年振りに噴火

12 日

(木)

有料駐車場の日

1959年、東京都が日本初のパーキングメーター
を日比谷と丸の内に設置したことに由来

11 日

(水)

日本最低気温の日

1902年、北海道旭川市で、日本の最低気温の
公式記録・-41.0℃を記録した

10 日

(火)

1936年/女優：市原悦子の誕生日

1936年/女優：野際陽子の誕生日

1947年/プロゴルファー：尾崎将司（ジャンボ尾崎）の誕生日

9 日

(月)

ワンツースリーの日

「123」で「ワンツースリー」とよむ語呂合せ
人生に対してジャンプする気持ちを持とうという日

8 日

(日)

ジャズの日

2001年から「JAZZ DAY実行委員会」が実施
JAZZの“JA”がJanuary（1月）の先頭2文字で
"ZZ"が"22"に似ていることから

7 日

(土)

料理番組の日

1937年、英BBCが世界初の料理番組
「夕べの料理」を開始したことにちなむ

6 日

(金)

海外団体旅行の日

1965年、海外団体旅行「ジャルパック」を
日本航空が発売し、海外団体旅行がブームに

5 日

(木)

空気清浄機の日

2006年、日本電機工業会が制定
「い(1)い(1)く(9)うき」の語呂合せ

4 日

(水)

振袖火事の日

1657年、江戸城天守閣と市街のほとんどを焼失し
死者が10万人にもおよんだ明暦の大火が起きた

3 日

(火)

防災とボランティアの日

阪神・淡路大震災をきっかけに、学生を中心としたボランティ
ア活動が活発化し、「日本のボランティア元年」と言われた

2 日

(月)

籔入り

嫁に出た人や奉公人が一時的に暇を許され、生家に帰る
ことができた日。宿下がりとも言う。この日と7月16日

1 日
(日)

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。

♦ 2012年1月 ♦
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急 募

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。

発行：株式会社フォーバル 首都圏支社/横浜支店

〒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

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、山崎 洸平、増田 洋一郎、岡本 亮、矢嶋 真弓、蔭山 知宏、
楢原 一基、柴田 莉乃、田村 英治
Publisher 行 辰哉

①表紙のイラスト・写真 A4判／4色フルカラー

・「Ｃｏｒｅｅａ」の顔となる表紙のイラスト・写真をご提供ください
・描画手法は問いません
・作品は提供者が著作権を有するものに限ります

②裏表紙のコンテンツ A4判半ページ／4色フルカラー

・「Coreea」にマッチした企画をご提供ください

・コンテンツは提供者が著作権を有するものに限ります

○その他条件
・2012年4月号から、最低1年間（12回）ご提供願います。

・報酬は無償でお願いします・・・
※毎号1/4ページ程度のPRスペースをご提供いたします。

・作品・企画の採用の可否は、「Coreea」編集委員会で検討させていただきます。

・その他詳細につきましては、直接、担当者がご説明にうかがいます。

ご応募いただける方は、弊社営業orサポート担当にご連絡ください。

ご不明な点がございましたらTEL 0120-81-4086までお問い合わせください。

2012年4月号で、「Coreea（コーレア・首都圏版）」は3周年を迎えます。
これを記念して、誌面のリニューアルを企画中です！

つきましては、下記のとおり、「Coreea」の表紙・裏表紙を募集いたします。
「イラストやデザインに自信あり！」「写真なら任せて！」という皆さま、
御社のPRの場として「Coreea」を活用してみませんか？




