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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！！ ＣＡＳＥ１７２ － 湯文字で美しく健康に着るきもの 秋櫻舎

代表 中谷 比佐子
〒160-0023 新宿区西新宿4-32-6
パークグレース新宿1306 TEL 03-5350-4261

粋モダン

株式会社 秋櫻舎

おススメしたい“湯文字”

コーレア読者に限りまして

着付けマスター４回レッスンの後の
おさらいレッスン１回が無料になります。

中谷先生から一言

定例会メニュー

イベントのお知らせ

“粋モダン”とは、一流の技術でつくられた“本物”
のきものを現代の感覚で着ること。
伝統を守りつつも、どこか一箇所を“効かせる”のが
秋櫻舎・中谷 比佐子流の“粋モダン”。

洋服のガードルとショー
ツの機能をあわせ持っ
たもの、それが湯文字
（ゆもじ）です。

・骨盤を正しい状態に
戻します

・冷えからからだを守り
ます

・下半身をきちっと引きしめますので、腰、腸、子宮、卵巣
の保温もします

・お腹とお尻の形をきゅっーと引き締めます

普段の洋服のときにスカートの下に着用する方も
いらっしゃいます。

着物を通して日本文化、日本
人の知恵を伝えております。

先人たちが自然環境の中で共
存、共栄を目指した「衣」を現
代感覚で取り入れております。

古典を活かしつつ、形を壊さず、
今を考え、文化を伝えつつ、そ
の先を提案いたします。

着物は表を飾るだけのものではありません。土台作りが大
切です。肌に良い、心地よい絹や麻にしぼって自然素材を研
究しております。

自然素材を通じて「食」も考えます。そして「衣」と「食」を合わ
せ、自然や文化、風土を知ることが大事だと思っております。

着物を切り口に日本文化を一緒に学びませんか。

毎月第1金曜日 『ナイト・コスモス』

その日の気分で話す目からウロコのきもの＆日本文化。
会社が終わってからでも、間に合います。
噛み砕いた、あったかい情報がほしい、そういう方に
ぴったりの会だと思います。美味しい夕飯もついてます♪

18時30分から20時30分／会費 3,150円（夕食付）

毎月第4土曜日 『比佐子つれづれ』

毎月1回のきもの塾です。
20代から70代まで幅広い世代が集まって、きもの文化を

糸口にして大きく日本文化について学んでいます。
男性の方も大歓迎。お洋服でもどうぞ。

13時30分から16時／会費 3,150円（お茶・お菓子付）

「春のきものと歌の会」

3月3日（土）ありすの杜 会費500円
ワンドリンク付き 15時から16時

「瑠璃光創業２０周年記念
二代目 由水十久×中谷比佐子対談」

3月25・26日 広島講座 有料
4月4・5日 加賀山代温泉 無料

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 03-5350-4261まで、直接ご連絡お願いします。

http://iki-modern.com/
コ ス モ ス シ ャ
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１７３ － アクティブシニアの知的冒険の旅 グローバルキャンパス

特定非営利活動法人グローバルキャンパス

理事長 大社 充

〒150-0047 東京都渋谷区神山町3-10-403
TEL 03-6804-9931

グローバルキャンパス様は、1975年米国で生まれた「旅」と「学
習」をミックスさせた大学開放の試みElderhostelを起源とし、
大学や教育機関、NPOなど世界に広がるネットワークを通して
「知的冒険の旅」を20年近くにわたって企画されてきました。

http://www.elder-tabi.jp/

グローバルキャンパス

グローバルキャンパス様の旅は、ひとつひとつがどれも
手づくり。そして、その担い手は、地元を愛し、人と人の
出会いを大切にしながら心を込めてプログラムを運営す
るコーディネーターとよばれる人たちです。どのコーディ
ネーターも、一期一会の出会いを心から楽しみ、プログラ
ムを通してみなさまの暮らしや人生に、少しでも豊かな
実りをもたらせるよう周到な準備をしてお迎えいたします。
ほかでは体験できない『知的冒険の旅』にお出かけくださ
い。きっと新しい世界が拓けるでしょう。

震災発生直後から、後方支援基地として沿岸
地域を支えてきた岩手県・遠野。支援の形は時
間の経過とともに変化していきます。沿岸部で
は図書館・博物館や学校などの文化施設や景
観、伝承されてきた郷土芸能などが数多く被害
を受けました。震災から1年が過ぎようとしてい

る現在、それら地域の宝を復興した町に残すた
めに遠野は沿岸地域の文化復興を支援してい
ます。遠野講座の1日目は、明治の大津波に

際して沿岸部の調査を行った遠野人・山名宗
真について遠野市立博物館の学芸員から学び
ます。翌日は復旧に取り組む被災地を実際に
訪ねます。皆さん自身の目で、耳で、現在の沿
岸地域の様子をご覧ください。また食事やお買
い物などをとおして被災地の経済活性化にも

ひとつひとつが手づくりの旅 大社理事長より一言

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 0120-999-020まで、直接ご連絡お願いします。

遠野講座

ご協力ください。3日目は下記ボランティア
活動に参加します。昨年9月の遠野講座に

参加した皆さんは、献本活動のラベル貼り
作業の助っ人として大活躍しました。ガレキ
撤去や泥のかきだしなど力仕事だけが復興
支援ではありません。シニア世代も無理なく
参加できるこうした活動もあるのです。皆さ
んのご参加をお待ちしています。
＜三陸文化復興プロジェクト＞
遠野文化研究センターが中心となって活動
している『三陸文化復興プロジェクト』は、被
災した公立図書館や学校図書室へ本を届け
る「献本活動」と、被災した図書館や博物館
からお預かりしている資料を洗浄・修復する
「文化財レスキュー」の二つが柱になります。

人気講座のひと
つ「ナローボート
で廻る英国講座」。
コッツウォルズ地
方を訪ね、花と緑
の田園風景を堪
能しながらウォー
キングをします。

5月15日(火)～18日(金)
集合 5/15(火) 16:00 現地集合
解散 5/18(金) 10:45 現地解散

参加費 57,000円
個室追加料金 ツインルームの
シングルユースは1,500円/1泊
食事 1日目夕食～4日目朝食(8食)
定員20名( 小催行人員10名)

※詳細はお問い合わせください
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2年前の国土交通省「成長戦略会議」で

のプレゼンテーションの際、渡辺京二氏
の『逝きし世の面影』の一文を引用し
ました。同書は、明治期以降、欧米から
日本を訪れた知識人たちが見た日本と
日本人に対する印象を克明に記したものです。
いずれの知識人も、美しい里山やその田園風景、笑顔を絶
やさず中むつまじく暮らす人びと、子どもが子どもらしく、誰も
みな親切で礼儀正しく、といった日本人の特性に感銘を受け
「ここに楽園がある」と感想を残しています。当時、欧米人を
魅きつけた「風景のうちに織り成される生活の意匠」、それは
一朝一夕に生み出せるものではなく、また一度、破壊された
ら再び元には戻らないものばかりです。昨年の震災では、
惨劇を乗り越えようとする被災地の人びとの勇気とその強さ
の中に、連綿と続く日本人の魂の在り方を見るようで、
東京に暮らす私たちが力を与えてもらい、背筋を正すべしと
の思いがわき出るばかりでした。グローバルキャンパスでは、
『逝きし世の面影』を訪ねる（日本人の心の原点にふれる）旅
を作っていくと共に、日本の美しい風景や生活の意匠を次世
代に残していく仕事にも取り組んでいきたいと考えています。

個人留学「ベル
インターナショナル
ケンブリッジ校」

「屋久島・
種子島講座」



個人向けご案内

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１７４ － 相続関係はおまかせください アイ・ネ綜合法律事務所

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。

アイ・ネ綜合法律事務所
弁護士 藍田 耕毅 司法書士・行政書士 藍田 浩子

〒171-0022
東京都豊島区南池袋1-16-4 NKビル102
TEL 03-5992-4630 FAX 03-5992-4627

アイ・ネ綜合法律事務所様は、弁護士、司法書士、
行政書士が在籍している総合法律事務所です。
現在、企業・個人(特に高齢者)に力を入れており、
ワンストップで迅速な対応ができるのが強みです。

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 03-5992-4630まで、直接ご連絡お願いします。

アイ・ネ綜合法律事務所様は弁護士、司法書士、行政書士
が在籍している総合法律事務所です。

遺言、相続、交通事故、不動産問題及び商業登記、不動産
登記を得意とされています。

他にも下記案件も対応させていただきます。
◆ 遺言状の作成サポート

◆ 相続人調査、相続財産調査

◆ 相続の各種手続き代理、代行

◆ 遺産分割協議の調整

◆ 遺産分割協議の調停

◆ 相続関係の訴訟

弁護士・司法書士・行政書士
に相談してみませんか？

司法書士、行政書士、弁護士が連携を取り、
迅速な対応をさせていただきます。

アイ・ネ綜合法律事務所様について

従業員を解雇したいけど・・・。
取引先やお客様との契約書を作りたいけど・・・。
従業員が交通事故を起こしてしまった・・・。
これってどこに相談すればいいんだろう・・・。

こんなこと聞いていいの？

何でも気軽に
ご相談ください！！

法人様向けご案内

こちらのチラシを
置いていただける
老人ホームや
病院等の関連施設を
紹介してください！！

募集！

●相談
様々な法律問題について相談に応じます

●財産管理・任意後見
高齢者の預金通帳や有価証券その他の
重要書類の保管や、銀行の財産(金銭)管理、

賃貸不動産の家賃管理、任意後見契約を
結ぶこともできます。

●遺言書の作成

遺言書の作成のお手伝いをいたします。

●事業継承

事業を行っている方がお子様等に円滑に
継承させていただくことのお手伝い
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１７５ － 最高の癒しを 異国情緒溢れる空間で
Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ 然 Ｚ．Ｅ．Ｎ．

Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ 然 Ｚ．Ｅ．Ｎ．

〒210-0001 神奈川県川崎市川崎区本町1-8-2 トラストビル1F 
TEL 0120-035-350

心身へかかるストレスは健康の妨げとなり、様々な症状
を引き起します。緊張状態の心と体をリラックスしてい
ただき、本来、人間に備わっている“五感”を引き出す
ことで、日常生活を自然体で送っていただけるよう、
お客様一人一人に合った施術を行うことを常に心がけて
いらっしゃいます。

http://www.relaxation-zen.com/

川崎 マッサージ 然

「Relaxation 然 Z.E.N.」様では、日頃のストレスや疲れ

が取れない方のために、ゆっくりとリラックスしていただけ
るドライリラクゼーションや10種類のオーガニックオイル

の中から選べるオイルリラクゼーションコース。また、痛
みやしびれなどの症状を改善していく治療のマッサージ
やはりきゅうなど、さまざまなコースが用意されています。

今回は、コーレア読者向けに、なんと「初回2,000円OFF」

の特典をご提供いただいています。

京急川崎駅から徒歩4分にある癒しの空間で、ぜひ一度

プロの技術を体感してみてください♪

店舗紹介

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 0120-035-350まで、直接ご連絡お願いします。

トラディショナルスウェディッシュ

世界のオイルリラクゼーションの原点
となるテクニックです。全身の筋肉を
ゆっくりと心地よいリズムでほぐして
いきます 。60分-6,800円より

初回限定2,000円OFF

初回の方に限り、全コース2,000円引でご案内
※30分コースは1,000円引

クイックボディケア

気になるところを中心にほぐしていき
ます。お時間のなかなかとれない方
や、試しに受けてみたい方におすす
めのコースです。20分-2,100円より

医療マッサージ

痛みやしびれ、慢性的なコリなどの原
因となる部位を施術していきます。日
頃お困りの様々な症状を改善する効
果があります。30分-3,150円より

フットケア・フット＆バック

お勧めのフットオイルを使用して足先
からリフレッシュしていきます。足の疲
れ、むくみ、冷えなどでお悩みの方に

適なコースです。30分-3,650円より

トータルボディケア

日頃の全身の疲れを癒し、リフレッ
シュしていただけます。オイルを使わ
ない服の上からのドライマッサージで
す。60分-6,300円より

はりきゅう

筋肉の緊張を和らげ、痛みを緩和さ
せるだけでなく、自律神経も調節され、
内臓の働きやホルモンバランスまで
整えます。30分-3,150円より

トラディショナルヒロット

今話題の〝ヒロット〟は、全身の癒し
と、痩身効果で知られています。お好
みのオーガニックオイルをお選びいた
だけます。60分-7,300円より
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〒130-0025 東京都墨田区千歳2-9-13
TEL 03-5624-7589 http://www.taiyoubill.co.jp/

太洋ビルシステム

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１７６ － ブラインドクリーニング・ブラインド修理なら！！
太洋ビルシステム

株式会社太洋ビルシステム

ご依頼方法

創業以来、多くのお客様にご愛顧いただき、
年間30,000本以上の実績がございます。
施工実績も官公庁、教育施設、病院、オフィ
スビル、もちろん一般のご家庭のブラインド
クリーニングも行っております。

独自開発の超音波洗浄機とア
ルカリイオン電解水が、長年
溜まったホコリやタバコのヤ
ニ、油などの汚れを強力に落
とします。抗菌、消臭、防サ
ビにも効果があり、また、洗
剤を使わないため環境にも優
しいのが特徴です。

超音波洗浄機では落とせな
い細かな汚れを、ブライン
ドをいためないように最適
な時間と手業で「洗浄の
匠」が一つ一つキレイに落
とします。
機械と手洗いの
良さを合わせて
新品のような
美しさを取り
戻します。

大事なブラインドを長く使用していただくた
め、カルテでメンテナンス管理をしています。

「ブラインドクリーニ
ングの値段ってどうな
んだろう？」とお思い
になる方もいらっしゃ
るかと思います。太洋
ビルシステム様では創
業以来、「明確な価格
体系」でお客様に納得
いただけるサービスを
提供されています。

お申し込み

洗浄終了/金額連絡

お受取/お支払い

お持ち込み

お申し込み

洗浄終了/金額連絡

取り付け/お支払い

取り外し
お近くの方は、
工場までお持ち
込みください。

よりリーズナブル
な価格でご利用
いただけます。

訪問して取り外し
/取り付けする

サービスも行わ
れています。

修理や販売もご
相談ください。

①年間30,000本以上の実績 大型超音波洗浄機＋アルカリイオン電解水がパワフルに汚れを落とす！

③ 成熟した技術を持つ匠が、機械だけでは
落とせない汚れを一つ一つキレイに落とす！！ ④価格に自信があります！ ⑤ブラインドカルテ導入！

②
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１７７ － ３０，０００円の企業ＰＶ制作 ジュンピクチャーズ

株式会社ジュンピクチャーズ

代表取締役 嘉藤 純
〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-7-12
TEL03-3956-2510
http://www.ab.auone-net.jp/~tokyo_tv/

「映像制作は高い」そんなお声をよく耳にします。大手広告会
社に頼むと何百万と掛かるのも事実です。しかし、弊社では
「撮影・編集・納品」までを自社で行うことにより、より良い
企業PVを何処よりも安く提供することが可能です。年間120本、
トータル5,000本の撮影を行った経験を元に、お客様にご納得い
ただける製品をお届けいたします。「映像制作は高い」そんな
ことはありません。まずは弊社にご相談ください。

世界一安い企業DVD

制作事例

（交通費、ナレーター代、タレント代等の諸経費は別途ご請求になります。）

各種会社案内・事業紹介 各種商品プロモーション 各種保守点検マニュアル

イベント用プロモーション

「箏の演奏会があるので、その様子を撮
影して欲しい」とご依頼いただきました。

他にも各種イベント・習い事・卒業式等の
ご依頼をいただいております。都内のイベ
ントホールでの実績も多数ございます。

ディーラー様向け教育PV

大手自動車メーカー様より、
全国の店舗向けに販売
教育用ビデオの制作を
ご依頼いただきました。

各種店舗・モール案内

検証用ビデオ

裁判所に提出する検証用のビデ
オのご依頼をいただきました。

正規の使用法で、事故の発生に
繋がるかどうかの検証。また、ど
のように使用したら事故が起こり
得るかの検証用ビデオを制作しま
した。

予算に合わせて、ナレーター・タレントの紹介も承ります。

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 03-５３６８－６８２８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 03-3956-2510まで、直接ご連絡お願いします。
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個人情報の取り扱いに対す
る を高
めたい

の一環と
して

して個人
情報を任せてもらいたい

■次回試験開催日
2012年6月10日(日)

■申込期間
2月15日(水)～4月26日(木)

■受験料

¥10,500⇒団体割引適用
20名～99名…10％割引
100名以上…15％割引

■受験会場
東京・横浜・千葉・埼玉など
複数から選べます。

試験の概要は全日本情報学習振興協会様のHPをご覧ください
http://www.joho-gakushu.or.jp/piip/piip.html
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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、

衣装製作にお困りないですか？！
イメージ通りの製作をお任せください！
お手伝いいたします！！

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-55-6
TEL 03-3370-0063 http://www.garage-gts.jp/

株式会社 ガレージインダストリー

情報をご紹介しております！

売りたい 買いたい ＰＲ情報

1982年の創業以来、デザイン画からのパターン起こ

しからグレーディング、製品化まで、幅広くサポート。
パートナーの企業も、アパレルメーカー、商社、企画
会社と多種多様です。私たちはこの経験を活かし、
あらゆるデザイン画を立体に構成いたします。

１．パターン、サンプルのオーダー依頼
２．芸能関連の衣装、個人の衣装製作
３．スタイリストの方との協業、イメージの具現化

弊社直営店では、凝縮された技術が
詰まったオリジナル商品を展示販売！
ラフィネリビング http://www.raffine-living.jp/

〒340-0046 埼玉県草加市北谷3-1-46
TEL 048-954-9921 FAX 048-943-8878

株式会社アップステアーズ http://www.up-stairs.co.jp

株式会社アップステアーズ

昭和初期より家具製造業を行っております。木枠
から張りまで全ての工程を国内生産で行います。

飲食店、ホテル、病院、レジャー施設などの業務用
から一般家庭まで、長年愛着されたソファー、椅子、
家具を熟練した職人が一つ一つ丁寧にお客様の要
望に合わせて蘇らせます。

・ソファー張替え、座面のへたり、中材、中身交換
・スプリング等の交換、修理、がたつき直し
・金属脚部溶接、再メッキ、再塗装、塗装直しなど

ガレージインダストリー

給水管洗浄 ＷＡＳＨ工法の
最大の特徴は、断水時間の短さ
です！関東全域対応！！

ライフサポート便利ーず（株式会社サンクリエート）

ライフサポート便利ーず

ＰＲ情報

〒346-0014 埼玉県久喜市吉羽3-7-3
TEL 0120-009-776 http://www.suncreate-denka.jp/

ＰＲ情報

ＰＲ情報

特許を取得した給水管洗浄装置とプロの技術で、
賃貸マンション、アパートなどの給水管、給湯管内部
を高圧洗浄します。

給水管内部をファイバースコープで診断、アドバイス、
お客さまに合ったご提案をいたします。給水管内の
サビ、錆こぶなどを調査、診断報告書を元に現状、
対策実施の緊急性の有無、これからの配管保全の
方向性や時期などをご提案いたします。

１．短時間 ２．安心 ３．安全 ４．ローコスト
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1.  はじめに

2.  事案の概要

3.  裁判所の判断の要旨（Ｘ・Ｙ間の黙示の労働契約の成否の部分）

4.  検討

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　豊田　進士

「社外労働者と受入企業との間の
                       黙示的労働契約の成否」

弁護士シリーズ  第 30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

とよだ　しんし

　他企業の労働者（「社外労働者」）を利用する方法としては、主に業務処理請負と労働者派遣があります。業務処理請負では請負企業が当該労働者に対する指揮命令
権限を有するのに対し、労働者派遣では派遣先企業が指揮命令権限を有する点に両者の違いがあります。
　一般に、業務処理請負の場合、当該労働者の労働契約上の「使用者」は請負企業となり、労働者派遣の場合も、労働契約上の「使用者」は派遣元企業だけとなり（労働
者派遣法２条１号参照）、注文企業・派遣先企業（「受入企業」）が「使用者」となることはありません。
　しかし、実務では、様々な理由から、社外労働者が受入企業との間の労働契約の成立を主張することがあります。
この場合、両者の間で労働契約が成立したと認められる場合はあるのでしょうか。また、あるとすれば、それはどのような場合でしょうか。
　この問題に関して、近時、「偽装請負」（法形式的には業務処理請負であるが、その実態は労働者派遣であるケース）の事例に関して注目すべき最高裁判例（最判平成
２１年１２月１８日：パナソニックプラズマディスプレイ事件）が登場しましたので、以下でその概略を紹介します。

　Ｙ社とＰ社は、プラズマディスプレイパネル（「ＰＤＰ」）の生産業務委託契約を締結し、Ｐの期間労働者であるＸは、Ｙの工場でＹの指示を受けながらＰＤＰ製造業
務に従事していた。
　Ｘは、自己の就業形態が偽装請負に当たり派遣法に違反するとして、地方労働局に申告する他、Ｙに対し直接雇用を申し入れた。労働局から指導を受けたＰはＹとの
間の業務請負を中止した。それに伴い、ＸもＹに直接雇用してもらうべく、Ｐを退社した。しかし、ＹはＸに対し、６か月間の有期労働契約を提案しただけであり、しか
も、当該期間の満了をもって労働契約を終了する旨通知した。
　そこで、Ｘは、Ｙとの間で黙示の労働契約が成立したと主張して、訴訟を提起した。原審が、Ｘ・Ｙ間の黙示の労働契約の成立を認めたため、Ｙが上告。

　原判決一部破棄・自判。Ｘ・Ｙ間の黙示の労働契約の成立を否定した。
　請負人が労働者に指揮命令をせず、注文者が具体的指揮命令を行っているために請負契約と評価できない場合において、注文者と労働者との間に雇用契約が締
結されていないのであれば、上記３者間の関係は、派遣法２条１号にいう労働者派遣に該当すると解すべきであり、労働者派遣である以上は、職業安定法４条６項
にいう労働者供給に該当する余地はない。
　その上で、仮に派遣法に違反する労働者派遣が行われた場合においても、特段の事情のない限り、そのことだけによっては派遣労働者と派遣元との間の雇用契約
が無効になることはなく、本件でＸ及びＰ間の雇用契約を無効と解すべき特段の事情はうかがわれないから、両者の労働契約は有効に存在していた。
　他方、Ｘ及びＹ間の法律関係については、ＹはＰによる労働者の採用に関与しておらず、ＰのＸに対する支給賃金額を事実上決定していたといえる事情もないこ
と、Ｐが配置を含むＸの具体的就業態様を一定程度決定していたこと等の事情を総合すると、Ｘ及びＹ間に雇用契約関係が黙示的に成立していたものと評価する
ことはできない。

　もっとも、上記判例は偽装請負の事案である点で従前の裁判例と異なる側面があるため、上記⑴で述べた基準がこの場合にも妥当す
るのか問題となります。
　この点について、上記判例の原審は、違法な労働者派遣は職業安定法の禁止する労働者供給（同法４条６項、４４条）となり強度の違
法性を帯びるから、Ｐ・Ｙ間、Ｘ・Ｐ間の契約は、公序良俗に違反するものとして無効であるとした上で、ＹとＸの間の実質的な使用従属
関係、賃金支払関係の点を重視して、Ｘ・Ｙ間の労働契約の成立を認めました。
　しかし、最高裁は、請負契約と評価できない場合は労働者派遣であって、たとえ違法であっても、労働者派遣である以上、職安法にいう
労働者供給には当たらず、Ｘ・Ｐ間の契約は無効にならないと判断しました。
　このことから、仮に偽装請負に当たる事実があっても、それだけで直ちに従前の裁判例が提示した基準と異なる基準が採用されるわ
けではないことが確認されたと言えます。黙示の労働契約の成立について慎重な立場を取る裁判例の流れに、最高裁も乗ったと見てよ
いでしょう（偽装請負という脱法手段を追認したわけではありません）。

　以上より、この問題を考えるに当たっては、偽装請負か否かということよりも、従前の裁判例や上記判例で示された判断要素に該当す
る事実があるか否かということの方がはるかに重要と言えます。
　上記判例の考え方を前提にすると、例えば、派遣先が派遣元における派遣労働者の採用に実質的に関与し、労働者の能力等の個性に着
目した上で労務の提供を受け、それに対する評価によって賃金額等を事実上決定している事実が認められる場合には、派遣先企業と派
遣労働者の間で黙示的な労働契約が成立したと判断される可能性があると考えられます。
　ただし、この場合にも、派遣元企業の実体・活動をいかに考慮すべきかという問題は残されており、この点については、今後の判例の
集積を待つ必要があります。

弁護士 豊田　進士

お客様の置かれた状況を
よく把握した上で、最善
の解決策を提示・実現で
きるよう、一つ一つの事
件に全力で取り組む所存
です。なんでもご相談下
さい。

　労働契約法６条によれば、労働契約が成立するためには、「労働者が使用者に使用されて労働し」、「使用者がこれに対して賃金を支払う」ことについて、労働者と
使用者の間で明示又は黙示の合意することが必要となります。
　このことから、従前の裁判例は、社外労働者と受入企業との間に黙示の労働契約が成立するためには、①受入企業と労働者の間に指揮監督等の使用従属関係が存
在することに加えて、②受入企業が労働者の採用を実質的に決定していること、③請負企業・派遣元企業が企業としての独立性を欠き形式的・名目的な存在である
こと、④受入企業が当該労働者の賃金額その他の労働条件を決定していること等が必要であると解していました。
　このような考え方によると、黙示の労働契約の成立が肯定されうるのは、請負企業・派遣元企業が企業としての実体を欠き、受入企業の採用・賃金支払の代行を
しているにすぎない場合等に限られることになります。実際、裁判例を見ても、受入企業と社外労働者の黙示の労働契約の成立を認めたものもいくつか存在します
が、多くは、黙示の労働契約の成立に対して消極的な立場をとっています。

⑴　従前の裁判例の考え方（黙示的労働契約論）

⑵　偽装請負の場合、従前の判断基準とは異なる基準によるべきか

⑶　上記判例を踏まえた上での教訓



お客様同士の出会いをフォーバルが仲立ちいたします！
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①神奈川県藤沢市／電材販売

梱包用のビニール袋を「安く」
「早く」作ってくださる会社様を
探しています！
結束バンドなどの電材の販売をしています。

販売をする際、自社で袋に小分けにして梱包しています。
梱包用のビニール袋を外注で作っていますが、発注から
納品までのレスポンスが遅かったり、費用的に高く、他社
にお願いすることを考えています。

なお、ビニール袋の仕様は以下の通りです。
・突起がある商品なので、ある程度頑丈なビニール袋
・商品の種類によって150～800mmの大きさ
・ロゴの印字
・マジックやボールペンで書き込める部分を作る

ご紹介をよろしくお願いいたします。

フォーバル担当：楢原 一基

②東京都港区/ DTP専門会社

DTPに自信アリ！
写植屋からMac DTP にシフトし、DTP専門の
プロ集団に成長して早15年余が過ぎました。

手前味噌になりますが、今やキャリアの蓄積が
他を寄せ付けぬアドバンテージとなっています。

さらに、近々「Windows版CS」も導入を予定し

ており、オンデマンド印刷設備も検討しており
ます。

創業40年のキャリアを生かしたノウハウで誠

心誠意、お手伝いさせていただきます。

ご用命お待ちしております。

フォーバル担当：小宮山 誠

③神奈川県横浜市／不動産仲介・管理

不動産問題に強い『司法書士』『弁護士』をご紹介ください！
アパート経営に関する相談です。

地主が宗教法人の土地で、上物物件である6戸のアパートの所有者Aは、宗教法人の檀家さんという状態です。
このたび、所有者Aさんと地主との契約更新があります。

・現在の所有者Aさんは、高齢で更新は行いたくない。

地主としては、更地にしての契約解除にするか、所有者Aさんから別の人に譲渡を行い、新しい方との契約更新
を希望しています。（条件として法人への譲渡は拒んでおります。）

更地にする為には、現在のアパート入居者を退室させ、 アパートの解体など多額の資金が必要となってしまい
ます。

地主の言い分が、適正なのか？相談を持ちかけられた不動産業者として、悩んでおり、法的知識も少ないため
どうしたらこの問題が解決できるのか悩んでおります。

フォーバル担当：小林 繁典
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④東京都東久留米市／看板制作

中古の高所作業車を
安く買いたい！
東京を中心に看板制作と設置工事などを行ってい
ます。

現在、高所作業車はレンタルで使用しています。
100万円くらいで中古車があればぜひ購入を検討し

たいのでご紹介ください。

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東京都練馬区／鍍金加工

トロフィーの修繕ができる
業者さんを教えてください！
町の鍍金屋さんです。震災の影響から、トロフィーの
修理依頼が多く来ていますが、依頼される物の多く
が破損しているため、現状お断りしています。

破損したトロフィーの修繕を行える業者様がいらっ
しゃいましたら、お客様をご紹介いたします。

紹介よろしくお願いします。

フォーバル担当：宮地 弘

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。

フォーバル担当 よろず相談室 マッチングチーム
お客様同士
マッチング

お聞かせいただいた御社の強み、特徴を登録します。
コーレアドットコム、Facebook、Twitterを活用し
インターネット上でスピーディにご商売のマッチングができるようになります。
これからの展開にご期待ください！

最強のお仕事発掘ツールへ準備中！！



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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3月になりましたね。今月はiOSの新たなアップデートが行われるのでは？と以前から噂されていましたが、

毎回アップデートのたびにドンドン新しい機能が追加されていくiPad。今回のアップデートではどんな

新機能が追加されるのでしょうか？楽しみでしょうがありませんね。

さて、今月号はSoftBankのCMでも話題のWi-Fiに関してのご紹介です。

＋3Gモデルとは？

Wi-FiモデルもWi-Fi+3GモデルもWi-Fiを使ってイン

ターネットに接続することができます。

Wi-Fiの特長としては、通信速度が速く、
サクサクとインターネットを楽しむこと
ができるという点があげられます。

しかし、携帯回線網と比べ、基地局の数が圧倒的に
少なく、電波の届く範囲も非常に小さいため、基本的
には「ホットスポット」と呼ばれる限定された場所でし
か利用することができません。

右のマークのあるお店では、かんたん・手軽にWi-Fi環境で高速インターネットが楽しめるという目印です。
携帯電話の回線（3G回線）は使わないからパケット通信料は無料！！

近は、駅やコンビニ、ファーストフード店、居酒屋までドンドン利用できるお店が増えてきています。

名前を見ていただいて解るとおり、iPadはどちらのモデルでもWi-Fi経由でインターネットを利用することができます。
3Gモデルの場合、さらに携帯電話の回線も利用できます。ただし、Wi-Fiと比較すると通信速度が遅く、大きいデータ

のアプリなどを受信するには時間がかかってしまうなどのデメリットもあります。

皆さんお使いの携帯電
話と同じ回線も利用
できるモデルです。
※「（iPad専用）データ定額プラ
ン」（月額4,410円＋315円）への

申込みが必要

Wi-Fi環境の無いところで

は、この携帯回線網を経
由して、インターネットに接
続することができます。

【Wi-Fiは使える場所は限られるが、パソコン並みに通信速度が早い】

【3Gは通信速度が多少遅いが、どこでも利用できる】

早い

iPadには、Wi-FiモデルとWi-Fi+3Gモデルという代表的な

2種類の端末があります。今月号では、この2つの違いを説明します。

まず最初にWi-Fi（ワイファイ）とは、
一言で言うと、電波を通じてインターネットに接続できる仕組みのことです。
「Wi-Fi」はwireless fidelityの略で、Wi-Fi Allianceという無線LANを普及促進を図るこ

とを目的とした海外の業界団体が、品質を認証したことを示す通信規格のブランド名。
簡単に言うと、無線LANとして一定の基準を満たしており、異なるメーカーの機器間で

も安心して利用することができることを示しています。

では、Wi-FiモデルとWi-Fi+3Gモデル この2つの違いは何でしょう？

広い

遅い

狭い

右のマークのお店、見たことありますよね？

基本となるのはWi-Fi機能

イメージイメージ
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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～

ご購入はこちら

会社のビジョンというものは、その時々の経営環境に応じて、クルクルと変わってしまうようなものではい
けません。ビジョンを決めるときには、相当な覚悟をもって考える必要があるということです。今後、会社が
100年、200年という長きにわたって続くという前提のもと、時の経過に耐えられるものを考えなければなりま
せん。実際に私は、「世界一のビジョンをつくってやる。100年不変のビジョンをつくって、世界中のどの国
にそれを持っていっても、誰もが納得してくれるものにしてやろう」という思いで、フォーバルのビジョン＝
社是づくりを行いました。そして、この100年ビジョンをベースにフォーバルを経営してきたのです。ですか
ら、いまも私は短期的な勝ち負けよりも、「100年後にどこの会社が勝つかな？」ということを、まじめに考
えているのです。

私が懇意にさせていただいている会社の中にも、M&Aを繰り返し、数年で売上・社員数が何倍にも成長した
会社があります。また、「とにかく売ればいいんだ」ということで、勢いに任せた営業活動で業績を大きく伸
ばしている会社もあります。しかし、こうした会社はビジョンが共有できていません。人を育てることができ
ていません。お客様の信頼を築き上げていくことができていません。カリスマ経営者がいるうちは大丈夫かも
しれませんが、その次の世代では、求心力がなくなり、多分、ガタガタになると思います。

ところがフォーバルは、私が死んでから伸びると確信しています。なぜか？それは30年間かけて、企業文化
を創ってきたからです。元はヤンチャな営業会社だったかもしれませんが、ドンドン変わっていき、「新しい
あたりまえ」という文化と、「人を大事にしよう」という文化と、「社会に貢献しよう」という文化を創って
いるのです。創業の精神、ビジョンを共有してきたのです。たとえ創業者が死のうと、誰がトップになろうと、
ビジョンが100年続いていき、仮におかしな考えが出ても、ビジョンが邪魔をするのです。テクニックや手段
は変えられますし、時代に合わせて変えていくべきだと思います。しかし、ビジョンにだけは、絶対に手を付
けることができないのです。アメリカで50年間、増収増益の会社を分析した本、「ビジョナリー・カンパニー
1」にも、まずそこが書いてありました。ビジョンが1人で動くのです。フォーバルには、良い・悪いは別とし
て、20年以上在籍している社員が、120人以上います。そして、10～19年在籍している社員は、なんと220人も
いるのです。その長い年月、この社員は全員、フォーバルの薫陶を受けてきているのです。

フォーバルの社是は、上場前の1987年にはでき上がっていました。そこには、「社会価値創出を通して」
「世界・未来に目を向け『社会が求める真の価値』を追及する」と書いてあります。もう25年も前から「世
界・未来」だと言い続けているのです。我々が現在仕掛けている海外展開は、ただそのビジョンに向かって動
き出したというだけの話です。大きなビジョンがあるから、そういう大きな戦略も打てるのです。そして、き
ちんと100年ビジョンを考えるから、そのための人財を育て、マーケットを取りにいくことができるのです。

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/

いま現在の勝ち負けよりも、まずビジョンをつくると
いうことに、どのくらい命懸けで取り組まなければいけ
ないか？ご理解いただけましたでしょうか？このコラム
を読んでいただいている経営者の皆さん、あなたの代で
売上が伸びなくたっていいじゃありませんか？ナンバー2
をつくり、あなたの後に大きく伸びるようにしておいて
やればいいのです。もし、そのための設計図となるビ
ジョンや社是のない方は、まずはビジョン・社是つくり
に本気で取り組んでいただきたいと思います。

ビジョンをつくる上で、大事なポイントがいくつかあ
ります。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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1968年/テレビアニメ『巨人の星』が放送開始

1987年/安田火災がゴッホの『ひまわり』を53億円で落札

2007年/東京ミッドタウンが街開き

30 日

(金)

1930年/横浜の山下公園が開園

1947年/東京都の35区が22区に整理統合される

1997年/ナゴヤドーム開業

15 日

(木)

オーケストラの日

2007年、日本オーケストラ連盟が制定
「み(3)み(3)に一番」「み(3)み(3)にいい(1)ひ」

31 日

(土)

ホスピタリティ・デー

1994年、日本ホスピタリティ研究会(当時)が制定
ホスピタリティを意識的に実践する日

24 日

(土)

記念切手記念日

1894年、日本初の記念切手が発行された
明治天皇・皇后両陛下のご成婚25周年を記念

9 日

(金)

マリモ記念日

1952年、北海道阿寒湖のマリモが
国の特別天然記念物に指定された

29 日

(木)

数学の日（円周率の日、パイの日）

日本数学検定協会(数検)が制定
円周率の近似値3.14に因んで

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)

青函トンネル開業記念日

1988年、青函トンネルを通るJR津軽海峡線が開業した

1943年/落語家：林家こん平の誕生日

1959年/漫画家：やくみつるの誕生日

1971年/俳優：ユースケ・サンタマリアの誕生日

東日本大震災

2011年、日本観測史上 大のマグニチュード 9.0を記録
津波や原発事故を引き起こし、多くの尊い命を奪った

東京都平和の日

1945年のこの日の東京大空襲に因む
東京都が1990年に制定

みやげの日

全国観光物産振興協会が制定
「み(3)や(8)げ」の語呂合せ

サウナ健康の日

1984年、日本サウナ協会が制定
「サ(3)ウナ(7)」の語呂合せ

世界一周記念日

1967年のこの日、日本航空の世界一周西回り路線が
営業を開始した。それまでは日米航空協定により、
日本の航空会社は世界一周路線を持てなかった

サンゴの日

「さん(3)ご(5)」の語呂合せと、
珊瑚が3月の誕生石であることから

バウムクーヘンの日

2010年、ドイツ菓子製菓会社・ユーハイムが制定
1919年、広島県で行われたドイツ展示会で、
日本で初めてバウムクーヘンの製造販売を行った

雛祭り

女の子の健やかな成長を願う伝統行事
女の子のいる家庭では、雛人形を飾り、
白酒・菱餅・あられ・桃の花等を供えて祀る

テキサス独立記念日

1836年、テキサス共和国がメキシコからの
独立を宣言した

デコポンの日

1991年、デコポンが熊本果実連によって初めて出荷された
日本園芸農業協同組合連合会が制定

1876年/日本の明治政府が廃刀令を発布

1979年/スリーマイル島原子力発電所事故

1993年/ 東京都江戸東京博物館が開館

13 日

(火)

さくらの日

日本さくらの会が制定。3×9（さくら）＝27の語呂合せと
七十二候のひとつ「桜始開」が重なる時期であることから

12 日

(月)

1948年/女優：いしだあゆみの誕生日

1974年/女優：後藤久美子の誕生日

1994年/AKB48：渡辺麻友の誕生日

11 日

(日)

電気記念日

1927年、日本電気協会が制定
1878年、中央電信局の開局祝賀会で日本初の電灯が点灯

10 日

(土)

世界気象デー

1950年に世界気象機関（WMO）が発足したことから、
発足10周年を記念して1960年に制定。国際デーの一つ

8 日

(木)

世界水の日―地球と水を考える日

地球的な視点から水の大切さ、貴重さを
世界中の人々が見詰め直す日。国際デーの一つ

7 日

(水)

国際人種差別撤廃デー

世界詩歌記念日

世界ダウン症の日

6 日

(火)

上野動物園開園記念日

1882、日本初の近代動物園として、
上野動物園が上野公園内に開園した

5 日

(月)

ミュージックの日

1991年、音楽関係者の労働団体
日本音楽家ユニオンが制定
「ミュー(3)ジック(19)」の語呂合せ

4 日

(日)

精霊の日

柿本人麻呂、和泉式部、小野小町
の3人の忌日がこの日であると
伝えられていることから

3 日

(土)

漫画週刊誌の日

1959年、日本初の少年週刊誌
『週刊少年サンデー』『週刊少年マガジン』が創刊

2 日

(金)

1840年/実業家：渋沢栄一の誕生日

1933年/演出家：浅利慶太の誕生日

1986年/フィギュアスケート選手：高橋大輔の誕生日

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。

♦ 2012年03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。

発行：株式会社フォーバル 首都圏支社/横浜支店
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○掲載企業募集中

Coreeaでは、取材・紹介させていただける企業を随時募集して

おります。「この商品・サービスをアピールしたい」「ぜひこういう
ビジネスパートナーを探している」というお客様、弊社担当者が
訪問させていただき、取材させていただきます。

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。

いつも「Coreea（コーレア・首都圏版）」をご愛読いただきありがとうございま
す。おかげさまで 2012年4月号で、「Coreea（コーレア・首都圏版）」は3周
年を迎えます。

これを記念して本誌1月号では、表紙・裏表紙作りにご協力いただける
パートナーを募集させていただきました。自薦・他薦を含め多数ご応募いた
だき、厚く御礼申し上げます。

次号から表紙・裏表紙だけでなく、記事もより読みやすく刷新してまいりま
すので、ぜひお楽しみに！

「Coreea（コーレア・首都圏版）」では、お客様
同士の交流を手助けする手作り情報誌として、
ビジネスに役立つ情報をたくさん配信してまいり
ます。これからもよろしくお願いいたします。




