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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！！ ＣＡＳＥ１６６ － ベランダ・手すり修理のことならお任せ！
鉄骨工事．ｃｏｍ

鉄骨工事．ｃｏｍについて

有限会社車古製作所

〒244-0813 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町513
TEL 045-823-3589 http://www.shako.jp/

鉄骨工事.comは、創業から鉄・ステンレスの施工を手
がけて40年以上の歴史を持つ、車古製作所様が運営す
るWebサイトです。年間100件の施工実績を誇る、鉄骨
工事の専門業者ですので、「鉄やステンレスの施工」
に関することなら何でもお任せください。

鉄骨工事 車古

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 045-823-3589まで、直接ご連絡お願いします。

フットワークの軽さとコストパフォーマンスの高さが自慢の鉄骨
工事・修理を行う鉄工所です。バルコニー・ベランダ・鉄骨、手
すり・階段、フェンス、修理やリフォームを行なっています。

設計から施工、設備の取り付け工事まで、お客様のご要望に
幅広くお応えできることで定評があります。

鉄骨階段や駐車場の屋根、引き戸など、鉄・ステンレスのこと
ならなんでもご相談ください。一般住宅、集合住宅を問わず対
応いただけます。エリアも神奈川全域から東京23区までカ

バーされています。

実はこちらの「鉄骨工事.com」は、フォーバルに制作をお任せ

いただいたホームページになります。実際、このホームページ
からのお問い合わせが商談・契約にまで結びついているという
ことで、お喜びいただいております。

施工・修理メニュー

ご自宅のバルコニー・ベランダや手すり、フェンス・外柵から

階段や駐車場の屋根など、鉄やステンレスの施工・修理に関することは全てお任せください！

045-823-3589

お気軽にご相談ください！まずは、現場にお伺いさせていただきます。
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１６７ － 技術力が違います！！ クリーニングの山手

株式会社 山手

代表取締役 齋藤 真一

〒173-0026 東京都板橋区中丸町50-12
TEL 03-3972-2001

クリーニングの山手様は、独自の技術力でお洋服をしっかりきれ
いにいたします。ハンガーも多くの種類を取り揃えておりますの
で、お客様のお洋服を傷めることもありません。さらに、グリー
ンカードや店頭三角くじ、おつかいカードなど、お得なサービス
も各種ご用意しております。板橋区、中野区、新宿区、文京区、
北区でクリーニング店をお探しの方は、ぜひご来店ください。

http://www.e-yamate.com/

クリーニング山手

クリーニングの山手様では、企業や学校からのまとまった
ご注文はもちろん、アパレルメーカーの１点毎の商品メン
テナンスなどもお引き受けしています。

とくに、有名ブランドの高級服は、展示や試着などで汚れ
てしまうこともしばしば。こんなときは、1日でも早く山手様

にご相談ください。その匠技ともいえるしみ抜き技術で、
元通りにしてお戻しします。2日以内の汚れなら、99％以

上の確率で、服を傷めずにきれいにできます。万一落と
せなかった場合、費用は一切かからないそうです。

また、お客様により良い商品をお届けするために、クリー
ニングの山手様には「繊維製品品質管理士」及び「クリー
ニング・アドバイザー」が在籍されています。

ぜひ一度、山手様の技術をお試しください。

この度、赤羽店がOPENいたしました。

お近くの方は是非ご来店ください。

東京都北区赤羽西1-39-8

TEL 03-3906-5323
定休日：火曜日
営業時間：午前10時～午後7時

※24h ロッカー受け渡しサービス
実施中

クリーニング屋さんに行く時間がない・・・。
雨の日にクリーニング店に行くのも・・・。
でもきれいな洋服を着たい・・・。

そんな時は、訪問集配サービスをご利用ください。

定期集荷は通常週2回ですので、曜日をご指定いただければ、毎週おうかがい
します。週1回や、月1回・2回、またシーズン終わりだけの集荷も可能です。
また、お電話1本で取りにうかがう随時集荷も行っております。ご希望の方は、
日曜・祝祭日を除く午前8時から午後5時までの間に、お電話（0120-03-4568）

にてご連絡ください。ご指定の日時に、スタッフがおうかがいいたします（ご指
定いただける日時は、翌日以降となります。あらかじめご了承ください）。

実施エリアは、都内の板橋区・新宿区・中野区・文京区・北区・豊島区・港区・
渋谷区の8区です。お預かりした衣類は、日曜・祝祭日を除く3営業日後にお届

けいたします。

※板橋区・新宿区・中野区・文京区・北区・豊島区・港区・渋谷区以外の地域の
方にも対応可能なケースがあります。まずはお気軽にお問い合わせください。

法人様の要望にお応えします 赤羽店ＯＰＥＮ

一人暮らしの方や女性の方に最適です
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１６８ － ソーシャルメディアを使ったＰＲ・広告・販売を
フルサポート！ 東京デザインルーム

「21世紀最大の発明はインターネットである」といわれるくらい、

インターネットはそれまでの生活を一変しました。そして、今後は

ソーシャルメディアがさらに生活を変えようとしています。東京デザイ

ンルームは、インターネットが生活のプラットフォームであり、さらに

ソーシャルメディアがビジネスのプラットフォームであると考え、

ソーシャルメディア（特にフェイスブック）におけるビジネスのご提案

を行う会社として発足しました。社歴は短いですが、スタッフは前身の

会社で15年のキャリアを積んで来ております。

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6-25-8 神宮前コーポラス205
TEL: 03-5464-8336 FAX: 03-5464-2253

tokyodesignroom.com

www.facebook.com/tokyodesignroom

twitter.com/tokyodesignroom

hi@tokyodesignroom.com

EFAP JAPON（企業告知：例）

ATSUKO TANAKA（作品ギャラリー：例）

PUBLIC SPACE（物販ページ：例）

フェイスブック、ツイッター、グーグルプラス、ミクシー・・・

大ヒット中のソーシャルメディアを使った企業PRや商品広告を

行いませんか？

東 京 デ ザ イ ン ル ー ム 様 で は 、 ソ ー シ ャ ル メ デ ィ ア を 使 っ た

企 業 P R や 商 品 広 告 の ご 提 案 、 そ し て ソ ー シ ャ ル メ デ ィ ア 上

での商品の販売までをサポートされています。

ソ ー シ ャ ル メ デ ィ ア は 安 価 な 費 用 で 大 き な 影 響 の あ る ウ ェ ブ

メディアです。時代遅れになる前に、時代の波に乗りませんか？

まずはご相談ください。

相談は無料です。

ソーシャルメディアでＰＲ

05



乳酸菌を増やすには

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１６９ － 腸を健康に！乳酸菌を科学する。
株式会社ビーアンドエス・コーポレーション

〒102-0076 東京都千代田区五番町2番地
TEL 03-3288-0115 FAX 03-3288-0116 
http://www.bandscorp.jp/

ビーアンドエス・コーポレーション様は大正３年、
日本で初めてヨーグルトを製造・販売された会社です。
『より多くの人が健康を実現されることに貢献する』を
企業理念に、その後も研究を重ね、昭和５７年、
腸内乳酸菌を増やすのに最適な、乳酸菌生成エキスの
開発に成功されました。

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 03-3288-0115まで直接ご連絡をお願いいたします。

株式会社ビーアンドエス・コーポレーション

イメージキャラクター
俳優：永島敏行

腸内細菌と美肌の関係

※大名町スキンクリニック（ 福井市）において、
2009 年4 ～ 8月に行った聞き取り調査の結果
です。

腸内に悪玉菌が多くいると、食べた物は
腐敗してしまいます。腸から吸収された
食べ物が血液、皮膚、内臓、骨、筋肉、
リンパ液など体をつくるすべての素になり
ます。汚れた腸内環境が、体の不調や、
肌荒れ、肌のくすみの原因となるのです。

腸内で食べ物の腐敗を防ぎ、腸をきれい
にしてくれるのが「あなただけの乳酸菌」です。血液を浄
化し、化学物質の解毒や、美肌の材料になるさまざまな
ビタミンやホルモン、酵素をつくるために働きます。その
結果、肌が本来の力を取り戻して美肌に変わっていくの
です。

美肌には腸内の乳酸菌を増やすことが、大切です。
乳酸菌を増やすには、「ヨーグルトや乳酸菌飲料を
飲めばよいのでは」とのご意見がありそうですが、腸
内の乳酸菌を増やすには疑問に思われる点があり
ます。

人と乳酸菌には相性があります。その人の型に
あった乳酸菌しか腸内にはすむことができないから
です。おなかには生まれながらに「あなただけの乳
酸菌」がすんでいます。ですから、市販の乳酸菌を
送りこんでも、あなたと相性がいいとは限りません。

「あなただけの乳酸菌」をサポートして育てるのが
「乳酸菌生成エキス」です。専用農場で無農薬栽培
した大豆の豆乳の中で乳酸菌を培養・熟成させ、有
用成分のみを独自の方法で抽出しています。
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１７０ － ジャンスポーツ、ＺＥＭの日本総代理店
コスモーダジャパン

株式会社コスモーダジャパン

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-31-2
ディアナガーデン恵比寿803号 TEL 03-5739-1808

http://cosmodajapan.com/

JAN コスモーダ

ジャンスポーツは1967 年、アメリカはシアトルで生まれ、
40 年以上経った今でも、アウトドア・バッグの代名詞的存在

として世界中の多くの人に親しまれています。

ジャンスポーツの名称の由来は、創業者3 人（スキップ、マ
レー、ジャン) のうちの一人の名前にあります。当時、エンジ

ニアであったマレーは、バックパック用としては初めて「調節
可能なアルミ・フレーム」を考案。この製品はアルコア社から
賞を受けたことから、マレーはガールフレンドで腕利きの裁
縫師だったジャンに、新しいアルミ・フレームに合ったバック
パック・パターンを作ってもらうよう頼んだのです。 当時のア
メリカは「The Summer of LOVE（愛の夏）」といわれた時代。

彼らはまさにその時代を反映したヒッピーそのものでした。
現実的な職業へ就くことを拒み、自分たちのアウトドアに対
する情熱を具現化できる生活を築き上げようと会社をスター
トさせたのです。

「もしうまくいったら君の名前を会社に付けるよ」と約束した
マレー。

こうしてジャンスポーツ・ブランドは生まれ、成長し、そして二
人は結婚したのでした。その後40 年以上経った今でも、ア

メリカ国内はもとより、広く世界で人気アウトドア・バッグ・ブ
ランドとして愛され続け、創業当時の情熱を若い世代に受
け継いでいます。

ジャンスポーツ ＺＥＭ

コスモーダジャパン様は2009年から、アメリカでデイ
パックの代名詞的存在である「ジャンスポーツ」の唯一
の日本総代理店です。昨年からは、米国フロリダ州の
ZEMgear社と、ZEMブランドの日本での独占輸入販売契約
にも成功。多くの海外人気バッグブランドをネット販売
し、順調に業績を伸ばしています。

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。

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 03-5739-1808まで直接ご連絡をお願いいたします。

ZEM =“Zone of Endless Motion”。
それは無限の可能性が広がる世界。

ZEMとは、『足を保護しながらも、裸足でいるときの自然な
足の動きを実現するシューズ』をコンセプトに、2009年アメ

リカはフロリダ州で誕生した、新感覚のミニマルシューズブ
ランドです。

ミニマルとはすなわち、“最小限（=裸足に近い）”。
過剰な機能やデザインを最小限まで削ぎ落とし、もっとも裸
足に近い構造で、足本来の力を引き出すことにより、人間
の身体に秘められた可能性を呼び覚まし、“ZEM”の世界へ

と導きます。

地下足袋のようなユニークなかたちが特徴のZEMは、まさ

にそうした健康な足や身体づくりを促すために開発された、
これまでにない、画期的なトレーニングシューズです。

従来のシューズに装備されていたクッション性、サポート性
といった機能を最小限にし、極限まで裸足に近づけることで、
裸足同様の自由な足の動きを実現。様々なスポーツ、エク
ササイズ、レジャーシーンの中で、継続的にこのシューズを
履くことによって、裸足感覚を楽しみながら、無理なく足を鍛
え、足本来の機能を引き出すことができます。
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１７１ － 健康のため人間ドック健診を 三田国際ビルクリニック

三田国際ビルクリニック

〒150-0013 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル3F
TEL 03-3454-8614 http://www.mkb-clinic.jp/

三田国際ビルクリニック

日本は、世界中で一番予防医学の進
んでいる国です。これほどまでに、
各社会で健診を行っている国はありま
せん。しかし、近代社会になり、生活
環境が急激に変化し、メンタル面、食生
活面での変化により、様々な疾患に
遭遇するようになりました。

その一番の原因は、1960年頃から

日本人の食習慣が欧米化してきたことにあります。

これから、1960年当時の時代の食生活に戻せば、糖尿病、
ガンの発症率は、2050年頃には、1950年当時の発症率に

戻るでしょう。

一年のスパンでいいますと、春先は、花粉症やインフルエン
ザが流行病です。百年のスパンで考えれば、現在が、糖尿
病、ガンが流行病なのです。

ガンは60、70歳の病気と思っている人が殆どです。しかし、
当クリニックでは、10代、20代の若い方から発見されていま

す。ガンだけでなく、心筋梗塞や糖尿病も見つかっています。

このようなことをご理解いただければ、 「ドック検査は40歳

以上」という思い込みは、非常に危険だということがお分か
りいただけると思います。

出来れば、年に2回のドック検査をしましょう。

病気の原因は、

1, 遺伝因子
2, 飲食の習慣の蓄積
3, 自律神経失調症

です。

この3つの絡み合いで、ガンから風邪まで説明できるといっ

ても過言ではありません。遺伝因子は現段階では修正不可
能ですが、当クリニックでは、残りの2点、

「飲み食いの習慣を修正」し、
「自律神経のコントロールを指導」します。

松村院長よりご挨拶 健診設備のご案内

近年、会社の社員に対する健康管理責任が大きく
クローズアップされています。

事業主が「従業員の健康状態を知らなかった・・」
では済まされない時代なのです。

労働安全衛生法では、「健康診断を事業者にとっては
実施する義務があり」かつ「労働者にとっても受診す
る義務がある」としています。新たに健康診断ができ
る病院や産業医契約をご検討の会社様がいらっしゃい
ましたら、ぜひご相談ください。

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 03-3454-8614まで直接ご連絡をお願いいたします。

1. CT検査

2. 体内脂肪量検査

3. 胸部XP検査レントゲン

4. 胃XP検査レントゲン

5. 各種エコー検査

6. 胃ファイバースコープ、大腸ファイバースコープ

7. 動脈硬化検査 ABI検査

8. 聴力検査

9. 肺機能検査

10. 心電図検査、心音図検査

11. 内蔵脂肪CT検査

特に、肺ガンは、ヘリカルＣＴで
ないと、早期発見は困難です。

その他、胆のう、肝臓、膵臓等の
上腹部ＣＴ検査、子宮、卵巣、前
立腺等々の腹部検査、あるいは

脳の検査に有益です。

殆どの会社では、身体検査での
胃の検査は、レントゲン検査です。

レントゲン検査にて、要精密検査
と診断された方は、胃のファイ
バースコープ検査を行います。

フォーバル担当より

松村院長は、他の病院からの紹介で、治療
にお悩みの方の診察をされ、病気を発見さ
れたり、治療されたりしています。
他の病院で、病気がはっきりせずお悩みの
方、ぜひ一度、ご相談ください。

（フォーバル担当：福永 公生）
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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。

先月号に引き続き、今月号でもiPadをより便利に利用することのできるアプリを紹介させていただきます。

ｉPadの最強アプリから今年くるであろうアプリまで！ということで、今回は知るきっかけ！

をコンセプトに有料・無料関係なしに、ビジネスでかなり有効活用いただけるアプリをたくさん紹介させていただきます。

【Newsstand】料金は雑誌による

iOS5では、新たに200以上の機能が追加されました。中
でも注目なのが『Newsstand』。好きな新聞や雑誌を定

期購読し、自分だけの本棚にしまっておけます。音声や
動画など、電子書籍ならではの楽しみ方もできます。

【Newsstand】料金は雑誌による

iOS5では、新たに200以上の機能が追加されました。中
でも注目なのが『Newsstand』。好きな新聞や雑誌を定

期購読し、自分だけの本棚にしまっておけます。音声や
動画など、電子書籍ならではの楽しみ方もできます。

【LogMeIn lgnition】￥8,500

PCをリモート操作できるアプリ。Macに対応している

リモートデスクトップアプリはそれほど多くありませんが、
その中でもLogMeinは評判が高い。利用にはパソコンに

無料ソフトのインストールが必要です。

【LogMeIn lgnition】￥8,500

PCをリモート操作できるアプリ。Macに対応している

リモートデスクトップアプリはそれほど多くありませんが、
その中でもLogMeinは評判が高い。利用にはパソコンに

無料ソフトのインストールが必要です。

【Dropbox】 【Suger Sync】 【Nドライブ】 【Box.net】

無料ストレージサーバの代表格として、多くのユーザーに利用されているアプリ。
無料ストレージとして利用できる要領はアプリにより異なるので、使用用途と使い勝手で
何を使うか決めるのが吉！活用の仕方は様々ですが、アプリとの連携に利用し、ここを
起点にPC、iPad、iPhoneでデータのやり取りを行うといった使われ方が一般的です。

ただし、企業が業務として使用する場合、セキュリティの問題は考慮する必要あります。

【Dropbox】 【Suger Sync】 【Nドライブ】 【Box.net】

無料ストレージサーバの代表格として、多くのユーザーに利用されているアプリ。
無料ストレージとして利用できる要領はアプリにより異なるので、使用用途と使い勝手で
何を使うか決めるのが吉！活用の仕方は様々ですが、アプリとの連携に利用し、ここを
起点にPC、iPad、iPhoneでデータのやり取りを行うといった使われ方が一般的です。

ただし、企業が業務として使用する場合、セキュリティの問題は考慮する必要あります。

【Display Pad】￥250

iPadをMacのセカンドディスプレイにすることができるア

プリ。これを使えばあっという間にデュアルモニタが実現
可能に。使い勝手も良い感じです。

【Display Pad】￥250

iPadをMacのセカンドディスプレイにすることができるア

プリ。これを使えばあっという間にデュアルモニタが実現
可能に。使い勝手も良い感じです。

【Adobe Photoshop Express】無料

Photoshop ExpressのiPad用アプリ。

画像のトリミングや反転、傾き補正、回転などのほか、
各種エフェクトをかけることもできます。無料ですが十分
に使えるアプリだと思います。

【Adobe Photoshop Express】無料

Photoshop ExpressのiPad用アプリ。

画像のトリミングや反転、傾き補正、回転などのほか、
各種エフェクトをかけることもできます。無料ですが十分
に使えるアプリだと思います。

【Reeder for iPad】￥450

史上最強のRSSリーダー。一度使うと他のRSSリーダー

なんか使えなくなってしまいます。一覧から記事をフリッ
クしてRead it Later保存。この一連の動作だけで、記事

のまとめ読みがサクサクできてしまいます。

【Reeder for iPad】￥450

史上最強のRSSリーダー。一度使うと他のRSSリーダー

なんか使えなくなってしまいます。一覧から記事をフリッ
クしてRead it Later保存。この一連の動作だけで、記事

のまとめ読みがサクサクできてしまいます。

【Memeo connect Reader】無料

Googleドキュメントのファイルを快適に見られるアプリ。
サクサク動くのでWeb版を使うよりも便利です。
Googleドキュメントを利用しているのであればオススメ。

【Memeo connect Reader】無料

Googleドキュメントのファイルを快適に見られるアプリ。
サクサク動くのでWeb版を使うよりも便利です。
Googleドキュメントを利用しているのであればオススメ。

【Smart Storage 】
法人で使用するストレージサーバならば、やっぱりセキュリティもしっかりしてい
るものがいいですよね！？そんなアプリをお探しなら、このアプリに決まり！

このアプリの詳細はフォーバル担当まで！！

【Smart Storage 】
法人で使用するストレージサーバならば、やっぱりセキュリティもしっかりしてい
るものがいいですよね！？そんなアプリをお探しなら、このアプリに決まり！

このアプリの詳細はフォーバル担当まで！！
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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

も最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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配転命令権の法的根拠

配転命令権の限界

1

2

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　高井　健一

配転命令権の限界
弁護士シリーズ  第 29回

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

たかい　けんいち

（１）勤務地や職種を限定する合意

（２）権利濫用法理による制限

　配置転換（配転）とは、同一企業内で職務内容または勤務場所が、あるいはその両方がある程度の長期間にわたって変わることをいいます。勤務場所が変わる「転
勤」もこれに含まれます。

　勤務場所や仕事内容というのは労働契約の重要な要素の１つですから、使用者がそれを変更しようとする場合、すなわち、労働者に配転を命じる場合には、何ら
かの労働契約上の根拠が必要となります。

　この配転命令の根拠については、就業規則や労働協約において配転を命じる旨の一般的配転条項を設けている場合には、これが配転命令の法的根拠となるため、
配転命令権の根拠が問題となることはそれほどないと考えられます。
　一般的配転条項としては、たとえば、「第●●条（人事異動・出向等）　１　会社は、業務の都合により、従業員に対して職場若しくは職務の変更、転勤、出向等その
他人事上の異動を命ずることがある。　２　前項の人事異動を命じられた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことができない。」といった規定例が考えられます。

　もっとも、使用者は、配転命令権を有するからといって、自由に配転命令を出すことができるわけではなく、契約上の合意や権利濫用法理による制約を受けます。

　まず、労働契約において、労働者の職種または勤務場所が限定されているような場合には、当該労働者の個別の同意を得ないでこの職種または勤務場所の変更
（配転）を命じることはできません。

　「職種の特定」の有無は、一般的には、特殊の技能・技術や一定の資格を有することが雇用条件になっている場合などに肯定される場合がありますが（たとえば
社内診療所に看護師として採用された場合など）、単に特殊の技能・技術を持っているだけであるとか、一定期間同一職種に従事しているだけという場合は職種が
労働契約上特定されているとは認められ難いと考えられます（たとえば、自動車メーカーの機械工として長期間勤務した場合。日産自動車村山工場事件：最判平元．
12．7）

　「勤務場所の特定」の有無は、一般的には、就業規則等に転勤条項が含まれていることが多いので、明確に勤務場所の特定がなされていない限り、否定的に解され
ると考えられます。

　次に、使用者が配転命令権を有する場合であっても、配転命令が権利の濫用に当たる場合には、配転命令は無効となり、効力を生じません（労働契約法3条5項参照）。

　この点については、転居を伴う転勤命令に関して東亜ペイント事件に関する最高裁判決判決（最判昭61.7.14）が基本的な判断基準を示し、リーディングケースとなっ
ています。

　同判例によれば、配転命令が権利濫用となるのは、次のいずれかに該当する場合であると考えられます。
　第1に、配転命令に「業務上の必要性」がない場合です。
　第２に、業務上の必要性はあっても、「特段の事情」がある場合です。「特段の事情」とは、その命令が「不当な動機・目的」による場合、あるいはその労働者に「通常甘受
すべき程度を著しく超える不利益」を負わせるものである場合などです。

　第１の「業務上の必要性」については、いわゆるローテーション人事による組織の活性化や人材の適正配置など「企業の合理的運営に寄与する」といえる程度で足り、
余人をもって代え難いといった「高度の必要性」までは求められていないと考えられます。

　第２の「特別の事情」のうち「不当な動機・目的」に該当すると判断した判例として、組合幹部を労働組合活動に重大な支障を生じさせる目的で遠隔地に配転したり、
労働者を退職させる意図による配転を行った事例が挙げられます。

　実際上問題となりうるのは、第２の「特別の事情」のうちの、労働者に「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」を負わせるものである場合でしょう。

　東亜ペイント事件判決では、共稼ぎのため夫が単身赴任を余儀なくされる家庭生活上の不利益は、通常甘受すべき程度の不利益であり配転命令を権利濫用とするも
のとはいえないとされました。
　そして、後のケンウッド事件（最判平 12.1.28）でも、転勤に応じると子供の保育園送迎に支障が出る共働きの女性に対する配転命令も「通常甘受すべき程度」を著し
く超えるような不利益を被るとはみなされないと判断されました。

　しかし、単なる共稼ぎによる単身赴任ではなく、これに家庭の特別な事情が加わると「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」が存す
ると判断している判例も散見されます。（例えば、病気の両親の世話ができなくなる場合や、病気療養中の妻や障害者の実弟が存在している
場合など。）

　とりわけ育児介護休業法（以下、「育介法」といいます。）の改正により、転勤命令に際しては、その対象労働者の育児や介護の状況に配慮せ
よとする26条が追加されて以降、これを引用する判決も現れています。

　ネスレジャパンホールディング事件（最決平 20.4.18）は、家族の中で単に共稼ぎ上の不利益ではなくて、精神病の妻や要介護者とか、そう
いった療養などの必要性がある場合について、転勤命令が権利濫用で許されないと判断された事件です。育介法26条の配慮義務という規定
を援用するということを真正面から認めました。

　このように育介法改正により使用者に「配転命令を出さない配慮」が求められるようになってからは、裁判例でも「通常甘受すべき不利
益の程度」の水準を下げ、配転命令権の濫用を判断しているように思われます。

　加えて、2008 年に労働契約法が施行され、同法には「労働契約は」「仕事と生活の調和にも配慮しつつ」行われるべきとするワークライフ
バランス条項が入っていますので（同法3条3項）、ますます「通常甘受すべき不利益の程度」の水準が下がる傾向が出てくるだろうと予想
されます。

　このように育介法 26 条や、労働契約法 3 条 3 項の影響を配転命令の権利濫用の要素とする、という傾向はますます出てくるだろうと予
想され、配転による生活上の不利益に配慮の有無・程度が権利濫用の成否の判断に影響を与える可能性があると考えられるため、今後は、配
転による生活上の不利益についてもますます注意を払い、不利益緩和措置を講じるなどの対応の必要性が高まるのではないかと思われます。

　この点、使用者側による転勤に伴う一定の不利益緩和措置に着目して、配転命令権濫用を認めなかった新日本製鐵（総合技術センター）事
件（福岡地小倉支判平11.9.16）が今後の参考になると思われます。

弁護士 高井　健一

クライアントの方の話を
十分に聞いて、クライア
ントの方が満足し納得で
きる解決を図っていきた
いと思います。 



④東京都港区／税理士法人

起業のサポートを行っております。
経理と営業のバランスをそなえる経営をソ
リューションしておりますので、起業や新事業
をご検討の方、ぜひ一度ご相談ください。

フォーバル担当：梅村 知久

①神奈川県川崎市／外装工事

ラジオ広告を検討しております。お見積を含め
ましてご相談できる業者さんのご紹介をお待ちし
ております。

そのほかに有効な広告媒体があれば教えてくださ
い。リスティング、ぱどタウン、ポスティングは導入
済みです。

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！

⑤東京都杉並区／ペーパーコースター製造販売

ボールペンに印刷（ネーム等）する事業を考え
ておりますが、印刷しただけでは剥げてきてしまい
ます。剥げないように、表面をコーティングしたいと
考えていますが、良い方法を教えてください。

もしくは、コーティング業者様をどこか紹介して欲し
い。他にも、玩具やメニュー等平面以外のものにも
印刷する予定です。

フォーバル担当：宮地 弘
③東京都渋谷区／不動産会社

移転や新規ビル建設などに関連し、困っている方を
紹介してください。いたずらに裁判まで行かず、話し
合いで解決することをポリシーとしています。

不動産に関するトラブル（特に紛争問題＝建築
に関するトラブル・紛争、近隣住民とのトラブル・
紛争、賃貸に関する紛争）解決を得意としてい
る会社です。

関連法令にも強く、収納代行（未払い・不払い対応含
む）も行います。

フォーバル担当：若月 慶紀

⑥東京都港区／労働組合

1年後に、組合員の給与集計プログラムを新しく
導入いたします。現在使っておりますプログラムの
ベンダーから見積りを取ったが高価なため、安く制作
してくれる業者様をご紹介していただけませんか？

よろしければ相談に乗ってください。

フォーバル担当：照井 隆之

②東京都台東区／衣料品卸

手芸キットを販売してくれる業者様を探していま
す。ネット販売をしてくれる業者様でもOKです。卸す際
の個数は1,000～が希望。現在お取引している業者様
もあるのですが卸先を拡大したいと考えております。

フォーバル担当：林 邦俊

ビジネスマッチングの流れ

定期訪問時に
お客様のご商売
の内容をヒアリン
グいたします。

お困りの内容に
よっては、フォー
バルよろず相談
室よりご回答いた
します。

業種・業態でご紹
介できそうなお客
様をチョイスしま
す。
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⑦神奈川県平塚市／プロパンガス販売

平塚市を中心にプロパンガスの販売、設置、
メンテナンスの仕事をしています。

プロパンガスを販売する際に値段決定をする
にあたり、「利用量」「時期(季節)」「地域」など、

様々な要素があります。

この複雑な価格設定をうまく説明するための

資料が、現在ありません。うまく説明するた
めの資料を作成してくださる会社さんはあ
りませんか。チラシ、Webなど媒体問わず相

談にのっていただければと思います。

フォーバル担当：楢原 一基

⑨東京都千代田区／薬局

ホームページからフォームメールを利用して
求人募集の応募が出来るようになっております。

こちらから届いた応募フォームが現在、会社のメール
アカウントと役員の携帯に飛ぶよう設定されています。

オリジナルのＣＧＩで作成したデータで制作した業者と
は現在連絡が取れず、役員の携帯電話に飛ぶ設定
を外したいのですが、出来ない状態で困っております。

現在のシステムを活用し、ＣＧＩの部分だけサ
ポートもしくは、書き換えをしていただける業者
を探しています。ホームページを一から作成するこ
とは望んでいません。ご紹介お願いいたします。

フォーバル担当：花井 恵美

⑧神奈川県横浜市／オートドアメンテナンス

オートドア装置の製造/販売/メンテナンスを行なって
います。

自慢は365日対応メンテナンス(9:00～5:00)。

主に神奈川県近郊で、オートドア修理・メンテナンス
の請負を希望します。

フォーバル担当：小林 繁典

⑩東京都中央区／建設業

新規取引を始める際、お客様情報（帝国データ）
を調べたり、新聞記事や雑誌の記事で取り上げ
たキーワードなどを検索できるシステムを導入を
検討しています。帝国データと連携しているものやコス
ト的に有効なものがあれば教えてください。ちなみに、
日経テレコン21は調査済みです。

フォーバル担当：岩崎 慶太

電話秘書代行会社のアクトインターナショナル様
と離婚・男女問題に強い弁護士事務所、東京ドッ
トコム法律事務所様のマッチングが成功いたしま
した。

東京ドットコム法律事務所様ではホームページか
らの反響が多く、対応しきれなかったため、アクト
インターナショナル様に電話秘書代行を依頼いた
しました。スケジュールの共有、アポイント管理も
含め業務効率化につながっております。

総合広告代理店のファインプロス様へ
名刺のデザイン作成、カタログ、パンフレット作成
などで、グッドセールス様、インティ様、イイ工事工
事ドットコム様がマッチングされました。

フォーバルのお客様同士ということで特別割安に
制作していただいております。 13



大久保秀夫 経営塾
～「やり方」経営から「在り方」経営へ～

ご購入はこちら

前回は「会社は存続させることが最重要」というお話をしましたが、会社を存続させるためには、現状維持
はありえません。会社は成長させるしかないのです。しかし、成長させるためには、必ず人の問題、お金の問
題、戦略の問題・・・山ほど難題が出てきます。このときに誰に何を言われても揺らぐことのない、しっかり
としたビジョンを持っていることが必要です。「会社が楽しいから」「親父が始めたから」、あるいは「儲か
りそうだから」ということで会社をやっている経営者は、難局に直面すると、「ウチには無理だ」と簡単に諦
めてしまうのです。ところが、「会社とは何か？」という本質を分っている経営者は、絶対に会社を潰すこと
ができません。社会のために、「絶対にきちんとやらなければいけない」という責任感で逆に踏ん張り、伸ば
そうと考えるのです。

この話をするとき、私はいつも壁の話を例に出します。1メートルの壁だったら、誰でも乗り越えることが
できます。しかし、2メートルの壁になると、2回、3回とチャレンジしても飛び越えることができないことも
あるでしょう。そのとき、ビジョンを持たないで壁に向き合っている人は、その時点で諦めてしまうのです。
だけれども、ビジョンを持っている人であれば、そこで何とか壁を乗り越えようとして、跳び箱の踏み台を
持ってきて乗り越えるのです。それを超えると、今度は5メートルの壁にぶつかります。ジャンプ台でも飛び
越えることができません。どうしますか？そう、次ははしごを作るのです。ところが、次に現われる壁は50
メートルの高さがあります。さすがにはしごでは乗り越えることができません。おそらく、この時点で、大勢
の人が脱落していくでしょう。でも、本当にビジョンを持って使命感に燃えている人は、そこでエレベーター
を作ってでも、壁を乗り越えていくのです。

このように、どんな難局を迎えようと、厳しい問題が起きようと、会社の存在意義を分っている人、「なぜ
この事業をしなければいけないか？」というビジョンをしっかり持っている人は、そこでギブアップしないの
です。考えて、考えて、考え抜くのです。それによって、どんなに高い壁でも乗り越えることができますし、
会社を永続させるための原動力にもすることができるのです。

ソフトバンクの孫社長は、「脳みそというのは、筋肉じゃない。だけど、僕はいつも筋肉だと考えたいと
思っているんだ」と、よく言っていました。やはり成功している人は、物事をよく考えているのですね。反対
にダメな人は考えていません。浅いのです。通り一遍では考えているのですが、考え抜いてはいないのです。
ゴルフでは「振り抜く」のではありませんか？経営も同じです。ただ「考えてみる」ではダメ。考え抜かなけ
ればいけません。普通、きちんと考えたら、「あれもしよう」「これもしよう」と、いろいろな打つ手が出る
はずです。そして、それをやればいいのです。しかし、ビジョンの無い社長は、それもしないでゴルフだ何だ
としっかり遊んでいるのです。そんな経営者は、会社なんてやめてしまえばいいのです。

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/

ダメな経営者ほど「会社が小さいから人が採れません」とか、
「会社に信用が無いから新規開拓ができません」とか、できな
い理由ばかり並べます。しかしそうではありません。できない
のではなく、やらないだけだと思います。現に、小さくても、
信用が無くても「どうすれば、どうすれば」「何をしたら、何
をしたら」と考え、壁を乗り越えている会社もたくさんありま
す。フォーバルもそうしてきました。

繰り返しになりますが、そのときに必要なのがビジョンです。
本当に大きなビジョンを持っている人間というのは、何でもで
きるのです。できるようにするために、考えるのです。

では、どういう「ビジョン」を持つべきでしょうか？次回は
こちらについて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」を受賞。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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国旗の日【カナダ】

1965年、カナダの国旗がユニオンジャックの
入ったものから、現在のサトウカエデの葉を
デザインしたものに改められた

15 日

(水)

冬の恋人の日

バレンタインデーとホワイトデーの中間の日で、
恋人同士の絆を深める日
「きづ(2)な(7)」の語呂合せでもある

27 日

(月)

リンカーン誕生日

隷解放宣言を行ったアメリカ合衆国第16代大統領
エイブラハム・リンカーンの1809年の誕生日
アメリカ30州では法定休日

12 日

(日)

織部の日

1599年、古田織部が、後に織部焼と呼ばれることになる
自分で焼いた茶器を用いて茶会を開いたことに由来

28 日

(火)

タレント：出川哲郎の誕生日(1964年)

タレント：ヒロミの誕生日(1965年)

タレント：南原清隆の誕生日(1965年)

13 日

(月)

閏日

１年の日数は365.2422日なので、 4年に1度(ただし400年に

97日)、 2月28日の翌日に閏日として29日を入れる

29 日

(水)

煮干の日

全国煮干協会が制定
「に(2)ぼし(14)」の語呂合わせ

14 日

(火)

26 日

(日)

25 日

(土)

24 日

(金)

23 日

(木)

22 日

(水)

21 日

(火)

20 日

(月)

19 日

(日)

18 日

(土)

17 日

(金)

16 日

(木)

建国記念の日

1967年から実施されている国民の祝日
この日はかつて紀元節として奉祝されてきたが、
戦後廃止されていたもの

ふとんの日

1997年、全日本寝具寝装品協会が制定
ふ(2)とん(10)の語呂合わせ

ふく（河豚）の日

1980年、下関ふく連盟が制定
29（ふく）の語呂合わせ
下関では、河豚は「ふく」と発音する

1904年/日露戦争が勃発

1959年/関西電力の黒部トンネル貫通

1971年/NASDAQが証券取引を開始

1982年/ホテルニュージャパン火災が起こる

北方領土の日

1855年2月7日に日露和親条約が結ばれ
北方領土が日本の領土として認められた

漫画家：やなせたかしの誕生日(1919年)

レゲエミュージシャン：ボブ・マーリーの誕生日(1945年)

ミュージシャン・俳優：福山雅治の誕生日(1969年)

ふたごの日

2と5の語呂合わせ
双子・多胎児の育児がしやすい環境づくりを考える日

1789年/ワシントンが初代アメリカ合衆国大統領に選出

2004年/マーク・ザッカーバーグがSNSのFacebookを開設

2010年/横綱・朝青龍が引退を表明

大豆の日

この日が節分になることが多いことから
ニチモウバイオティックスが制定

おじいさんの日

伊藤忠食品が制定。「じい(2)じ(2)」の語呂合せ
あわせて8月8日を「おばあさんの日」としている

ニオイの日

2000年、P＆G「ファブリーズ暮らし快適委員会」が制定
「に(2)お(0)い(1)」の語呂合せ

芸術家：岡本太郎の誕生日(1911年)

プロ野球選手・解説者：門田博光の誕生日(1948年)

歌手：桑田佳祐の誕生日(1956年)

サッカー選手：三浦知良の誕生日(1967年)

11 日

(土)

1890年/日本麦酒醸造会社がヱビスビール発売

1969年/日本初の駅売り専門の夕刊紙『夕刊フジ』が創刊

1978年/映画『未知との遭遇』が日本で公開

10 日

(金)

鉄道ストの日

1898年、日本初の鉄道ストライキが実施された
日本鉄道会社の機関士ら400人がストライキに
突入し、上野～青森の列車が運休した

9 日

(木)

税理士記念日

1969年、日本税理士会連合会が制定
1942年のこの日、「税理士法」の前身である「税務代理士法」
が制定されたことを記念

8 日

(水)

世界友情の日

1963年、ボーイスカウト世界会議にて制定
ボーイスカウトの創立者夫妻の誕生日を記念

7 日

(火)

日刊新聞創刊の日

1872年、日本で初の日刊新聞、
東京日日新聞（現在の毎日新聞）が創刊した日

6 日

(月)

歌舞伎の日

1607年、出雲の阿国が江戸城で将軍徳川家康や
諸大名の前で初めて歌舞伎踊りを披露した

5 日

(日)

雨水

二十四節気の1つ
太陽の黄経が330度の時で、雪が溶け始めるころに当たる

4 日

(土)

エアメールの日

1911年、インドで飛行機による郵便物運搬が
博覧会のアトラクションとして初めて実施された

3 日

(金)

プロレスラー：坂口征二の誕生日(1942年)

バスケットボール：マイケル・ジョーダンの誕生日(1963年)

力士・タレント：舞の海秀平の誕生日(1968年)

2 日

(木)

0901年/菅原道真が大宰府へ向けて出発する

1883年/東京気象台が日本初の天気図を作成

1959年/キューバ首相に革命軍のカストロ氏が就任

1 日
(水)
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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2月 ♦



Webで顧客集め！ 海外で利益を出す！Webで顧客集め！ 海外で利益を出す！

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
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“理念”をみがけ！“理念”をみがけ！ “利益”を増やせ！“利益”を増やせ！
会社が、そして人が動く原動力を学ぶ なぜこんなに簡単に利益が増やせるのか！
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不況でも業績を上げる

[営業革新計画と細マッチョ化計画]

2/15
経営常識のウソを暴け！キラリと光る！

[中小企業ダントツ化戦略] セミナー

2/16
ここが踏ん張りどころ！売上10億から20億へ

[限界突破の社長力] セミナー

2/21
社長さん必見！セミナー

[夢を現実に変える素敵な勘違い]

2/9
ネット知識ゼロでもできる！

[年商1億以上稼ぐホームページ]
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部品製造業向け！
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