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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。

Coreea @ Tokyo No.36／2012.04.01
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〒110-0015
東京都台東区東上野1-15-3
TEL 03-3833-3986

http://www.satoushizai.co.jpお客様自慢！！

ＣＡＳＥ
１７８

スリム＆ゴー

脂肪細胞を燃焼する働きを持つカフェインは、Dr.リッシェルにより
皮膚からも吸収されることがわかりました。

Slim&Goは、衣類の内側に圧着された高分子ポリマーから

カフェインがおよそ30日間徐放され続け、着用するだけでダイエット
効果が得られるように新開発されたフランス製商品です。

MAP

販売代理店募集販売代理店募集
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株式会社WAKUWAKU 代表取締役 粂野 良二

〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-2-3 ハピネス5ビル4F
TEL 0120-209-092http://www.attaraiine.com/お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
１７９

あったらいいね

毎日の生活の中で「こんな商品があったらいいな」と
思ったことはありませんか？

たとえば日用品で、便利だけど色やデザインが地味…、

なんて商品をよく見かけますよね。でも、もしそれが
ポップでかわいいデザインになったら…！

何だか楽しくなってきませんか？あったらいいね様は、
そんな女性のオシャレ心をくすぐる商品を続々と紹介さ
れています。

幅広い世代の方にご利用いただける商品ですの
で、乗馬やガーデニングをしているお友達にも、
ご両親などへのプレゼントにもぴったりです。

さらに、「キラキラ」が大好きな女性のために、
“ラインストーン”をデコレーションした商品も
ご用意いたしました。いつもとは違うちょっと
した贈り物で驚かせたい方は、この機会にぜひ
『楽～ね』をプレゼントしてみてはいかがで
しょうか？

ご出産間近の方や、がんばるママ友へのプレゼ
ントとしても 適です。

靴を脱ぐときは「靴脱ぎ器」、履くときには
「靴べら」に。立ったままで脱ぎ履きできる
2WAYタイプの『ヌギ・ハッキイ』は、「ス
ペースを取らず玄関に置ける」「軽い」「使い
やすい」など、利便性を追求した実用的な商品
です。玄関スペースをすっきりと使いたい方は、
下駄箱の角に掛けたり、傘立てに入れれば場所
をとりません。

脱ぐときも履くときもかがむ必要がなく身体に
負担がないのでとっても楽ちん!!! 

おじいちゃん、おばあちゃんへの敬老の日の
プレゼントにも 適です。

仕様 サイズ（㎝）：長さ89×最大幅15×高さ14 ／ 重量：190ｇ
カラー：ホワイト・ライム・マリン・ローズ・チョコ・ブラック
素材：ABS樹脂・アルミ
価格：2,415円（税込）

仕様 サイズ（㎝）：長さ29.5×幅11×高さ9 ／ 重量：225ｇ
カラー：ホワイト・ライム・スカイ・ラベンダーピンク・チョコ・ブラック
素材：ABS樹脂
価格：1，575円（税込）

1，890円（税込）ラインストーン付き

ヌギ・ハッキィヌギ・ハッキィ

楽～ね楽～ね

04



代表者 三上 マヤ子
〒143-0023 東京都大田区山王2-17-2
TEL 03-6809-9174
営業時間 13:00-19:00http://www.radonbox.jp/

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
１８０

東京ロハススタイル

05

東京ロハススタイル様は、「健康な生活と自然環境」への高い
意識を持ち、「人と地球の共存共栄」を目指しています。

人類である私たちの幸せが、自然環境・社会環境への貢献につ
ながっていく。そして、それを実感できるということが、
このライフスタイルの素晴らしい点です。

ロハススタイルは、アメリカやヨーロッパで飛躍的に広がって
きている社会観ですが、今では日本でもよく知られるようになり、
ロハスな暮らしやサービスが注目されるようになりました。

東京ロハススタイル様オススメの「洋服を着たまま入れる“スーパーリラクゼーションボックス”」で、日々の様々な
ストレスから、心と身体を解放してみませんか？

代表の三上様は、「75歳まで現役で仕事を楽しみたい」とおっしゃられています。若い人たちに自分たちが健康で
働く姿を見せることで、若者に元気になってもらいたいという考えをお持ちだからです。「健康につながる」「世の
中の役に立ちたい」、皆がそう思えば、お金ではなく賛同してくれる人も出てくるとお考えです。健康が一番ですね。

東京ロハススタイル様は、これからも「地球と自分自身の愛し方」を提案していきます。

2010年8月。東京・大森山王にラドンガス吸引庵【Tokyo LoHAS
Style】が誕生しました。

スーパーリラクゼーションボックスは、社団法人メンタルバランス研
究所・栗原延年代表理事の研究に基づいて開発された「ハイブリット
鉱石ボックス」で行います。個室ボックス型のスーパーリラクゼー
ションボックス内部には、上下左右に高濃度の「ハイブリット鉱石」
をセラミックで固めた石が施されているため、効率的に細胞セラピー
をすることが可能です。温泉に入ったのと同じような効能を、服を着
たまま気軽に体感していただけます。

ボックスの中では、お好みの香りのアロマを焚き、癒しの音楽を聴き
ながら、読書をしたりメールをしたり。iPadや雑誌も備え付けられて
いますので、高級チェアでリラックスしながら、心と体を癒してくだ
さい。また、「アール・グラージュ」というアートを楽しむこともで
きます。「アール・グラージュ」とは、一枚の絵の中で、朝から夜へ、
春から秋へ・・・ゆったりとした時間の流れを幻想的に表現される世
界で唯一のアートです。

ぜひ東京ロハススタイル「オリジナル」をお試しください。

ハイブリット鉱石ボックスハイブリット鉱石ボックス テラヘルスジュエリーテラヘルスジュエリー

話題急騰のテラヘルツ波を出す鉱石でブレ
スレットを作りました。テラヘルツ商品は、
東京ロハススタイル様の監修をされている、
社団法人メンタルバランス研究所の栗原真
魚先生のプロデュース作品です。スーパー
バイタルストーン（テラヘルツ）のオー
ダーメイド商品として、ネックレスやイヤ
リング、ブレスレットなどお好きな色やデ
ザイン、予算をお伝えすればどんな物でも
作っていただけます。

女性用：15，750円（税込）

男性用：18，900円（税込）

↑ハイブリット鉱石

←スーパーリラクゼーション
ボックスの内部



代表取締役社長 仁瓶 正夫
〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2-17-10
TEL 045-572-7888

http://www.nihei-grp.com/お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
１８１ 仁瓶製作所

大小さまざまな製品の大量生産に対応で
きることはもちろん、金型、プレス、機械
加工など社内の各専門グループが連携して
作業を行い、お客様のニーズに合った製品
をワンストップで提供！

アイディアがあっても具現化できずにい
る案件、新たなニーズを創出する可能性の
ある案件をお持ちでしたら、ぜひご相談く
ださい。強固なパートナーシップで、アイ
ディアを世に送り出すお手伝いをさせてい
ただきます！

小ロット・多品種にも
対応できるようしっか
りとした生産計画を立
て、試作から量産まで
一貫してお任せいただ
ける体制を整備。

受注時の徹底したヒア
リングからトライアル
時の担当者立ち会い、
さらには納品後のアフ
ターメンテナンスまで、
責任をもって対応。

プレス加工プレス加工 プレス金型プレス金型

複合的な金属加工を仁
瓶製作所様内で連携し
て行うため、複雑な機
械加工も安心してお任
せいただけます。

精密機械加工精密機械加工

代表の仁瓶社長は、そ
んじょそこらの「中小
企業のおじさん」では
ありません。何でも形
にされるのが得意な
「THE職人」です！

ただ、会社一の技術を
持っているため、たま
に周りの社員の皆さん
がついてこられないと
きも(笑)

私が定期訪問させてい
ただくと、いつも温か
く迎えてくれる笑顔が
素敵な社長さんです。

仁瓶社長仁瓶社長

（フォーバル担当：柴田 莉乃）
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株式会社ネオプラン

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-16-6イルモンドビル
TEL 03-5740-5422
http://www.suhadabijin.jp/お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
１８２

セットボーテ

「True＆Hospitality」

1992年の開店以来、

「本物の技術」「本物の癒し」
をコンセプトとされ、
フェイシャルを中心に、

常に技術の研究と向上を重ね、
“本物”にこだわり続けて

いらっしゃいます。

株式会社全日本総合美健協会とのコラボレーションによ
り、50年以上の経験と実績を持つエステティックサロ
ンです。

サロン専属エステティシャンもそれぞれ経験10～15年
の十分な知識と技術を有しています。お客様のご相談や
ご希望を親身になってお応え
しています。

ご愛用者には美しさに敏感な
モデル、芸能人の方々も。

皆様から技術力や研究開発に
対して高い評価と信頼を得て
います。

レーザーを超えた日本初の
シミとり法や、細胞生理学に
基づいた 先端の技術を
ぜひ体験してください。

店舗紹介店舗紹介 貴女をキレイにするＭＥＮＵ貴女をキレイにするＭＥＮＵ

ハイパーイレーサー（ハイパーメラニン除去）
120分/￥18,900～

ハイパーセルアタッカー 90分/￥27,300～

おス
スメ

おス
スメ

おス
スメ ホットストーンセラピー 100分/￥15,750～

シミ・シワ・タルミなど、
特にアンチエイジングの
分野では、全国でもトッ
プクラスの技術力を誇り、
徹底した技術教育を受け
たスタッフが施術にあた
りますので、安心してお
任せできます。

キャビテーションなどの
新・ 先端の技術を使

用し、お客様個人個人の
体質に合わせた痩身など
のボディケアを実施しま
す。きっと満足のいく結
果が得られるはずです。

サウナ・シャワーを完備
し、清潔で落ち着いた空
間で、日頃のストレスか
ら解放され、身も心もリ
ラックスしていただけま
す。

住所 中野区中野2-30-7 とん喜ビル4F

TEL 0120-88-0883 【要予約】

営業 平日 11:00～20:00
時間 日・祝日 11:00～19:00

定休日 水曜日

最寄駅 JR中央線中野駅より徒歩1分
（南口から50m位、旧丸井正面マクドナルド上）
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お客様同士の出会いをフォーバルが仲立ちいたします！

①東京都新宿区／食品、健康食品卸

ちょっと特殊なカタログを
小ロットで作ってくださる会社
を探しています！

カタログ1冊のページ数は50～60ページ。
部数は60～70部ぐらい（100部でも可）。

現在はインクジェットプリンターで1枚1枚印刷して

ファイリングしている状態です。商品の入替えが多々
あるため、1枚1枚を変更できるようにしています。

カタログ作成を業者に依頼するなら、変更がある度に
都度印刷をお願いする形になると思います。
ご紹介をよろしくお願いいたします。

フォーバル担当：大野 文子

②東京都町田市／健康食品卸・販売

花粉症に効果アリます！

『キマ』というキノコをご存知ですか？キマは有効
成分であるβ-D-グルカン、グライコプロテイン、

またアラビノキシランの含有量が非常に豊富です。

アガリクスやコンブと比べて、カラダの免疫力を
高める効果があります。原産国のシリア砂漠では
「骨のない肉」と呼ばれる特別なキノコです。

現在は、知り合いを中心に医療機関などへの
紹介で広めていましたが、個人代理店さまを広げ
たいと考えています。ご用命お待ちしております。

フォーバル担当：
竹之内 賢輔

③東京都渋谷区／衣装レンタル

ホテルや式場、結婚仲介業
の法人様と提携したい！

パーティや結婚式で着る女性向けのレンタルドレス
とレンタルアクセサリー小物の会社です。

結婚式の披露宴、二次会、婚活などの大切なシー
ンにぴったりの一着をオススメします！

ドレスのレンタルだけではなく、ボレロ、シューズ、
アクセサリー、バッグや小物もコーディネートして
レンタルいたします。

ホテルや式場に直接お届けすることもできます。

フォーバル担当：
海野 由香理

④東京都中央区／ノベルティ商品企画・製造・販売

陶磁器や漆器が得意です！

ノベルティグッズを取り扱っています。

企画から製造・販売まで行っており、食器に関して
は国内外のブランドを多様に取り扱っているので、
さまざまな提案が可能です。主に陶磁器や漆器が
得意分野です。

ぜひ、広告やプロモーション、営業ツールとしてご活
用ください。

フォーバル担当：
岩崎 慶太
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09

⑤神奈川県横浜市／縫製

御社だけのエプロン、
テーブルクロスを作ります！

縫製一筋60年、オリジナルエプロン、テーブルクロス、

巾着などの制作ならお任せください！

店舗、各種教室、グループ等のユニフォームまたは
商品としてお考えの皆様、ぜひ一度ご連絡ください
ますようお願いいたします。

フォーバル担当：楢原 一基

⑥東京都千代田区／税理士事務所

小売業のなかの店舗販売に
特化した税理士事務所です！

小売業で実店舗をお持ちの方へ、「適正納税」
「売上拡大」「資金調達」のお手伝いをいたします。

税理士をお探しの方は、ぜひ一度ご連絡ください。

フォーバル担当：
林 さやか

⑦神奈川県藤沢市／保険代理店

ノベルティグッズを作って！

自社のマスコットキャラクターがあります。こちらの
ノベルティグッズを安く作成してくれる業者を
探しています。（ぬいぐるみ、タオル、ストラップｅｔｃ）
ご連絡をお待ちしております。

フォーバル担当：増田 洋一郎

⑩東京都台東区／サービス業

ホームページの運営代行を
お願いしたい！

ホームページを作成したものの運営できていません。
お願いしたい運営代行の内容は以下の通りです。

・ 新のお知らせ(掲示板)・・・月2回更新
・組合規約等(PDF) ・・・・・・月1回更新
・理事会議事録(PDF) ・・・・・月1回更新
・各種申請書(PDF) ・・・・・・月1回更新
・アンケート・・・・・・・・・月2回更新
・出欠表・・・・・・・・・・・月2回更新
・意見箱・・・・・・・・・・・運営/管理
・SNS掲示板(2種) ・・・・・・運営/管理
・共同購入クーポン・・・・・・運営/管理

・リンク集・・・・・・・・・・バナーの追加等

こちらの1サイトの月額運営代行費用の見積りを

お願いします。ほかにもサイトがありますので、
5・10・15・20サイトとまとめてお願いする場合の

見積りも希望します。ご紹介をお待ちしております。

フォーバル担当：椛澤 昌浩

⑨東京都墨田区／広告代理店

はんこ屋さんを探してます！

中央区近辺ではんこ屋さんを探しています。
頻繁に会社の部署異動があるのでフットワークの
軽い、スピード感のあるはんこ屋さんが希望です。
連絡をお待ちしております。

フォーバル担当：高木 将也

⑧東京都大田区／介護支援事業

個人情報の書かれた用紙の
処分方法を教えてほしい！

現在、個人情報が記載されている用紙は、
小型シュレッダーで処理しています。
しかし、放熱のために頻繁に休憩を取らなければ
ならず、作業がはかどらなくて困っています。
大型シュレッダーの導入も検討しましたが、金額面と
の兼ね合いで今回は見送りになりました。

他に安心で確実な処分方法が無いか探しています。
ご連絡をお待ちしております。

フォーバル担当：長谷川 昇

お問い合わせは0120-81-4086まで

フォーバルマッチングチーム代表：竹之内 賢輔



4月になりましたね。先月発売された新しいiPad、もう購入された方も、まだ購入されていない方も、

実際に「月々いくらかかるのか？」ということが気になるところではないでしょうか？
そこで、今回は今までのiPadと、新しいiPadの料金が一目で分かるようにします。
今後、iPadを購入される際の目安にしていただければ幸いです。

ということで、今月号はiPad購入を考えた時の毎月のコストについてコラムです。

先月号でも紹介した２種類の端末
について、憶えていらっしゃいますか？

iPadには、Wi-FiモデルとWi-Fi＋３Gモデルの2種類があることを先月号でご紹介しましたが、

その機種ごとに支払う料金も変わってきます。

さらに厳密に言うと、この2種類の中にも、さらに16G、32G、64Gと、保存できるデータの容量別にそれぞれ3種類ず
つあります。ですから、iPadには全部で6種類の端末があるということです。

※Wi-Fi＋3Gモデルはsoftbankの回線を利用するので、毎月の支払い料金を紹介いたします。

Wi-Fiモデル【一括支払い】

Wi-Fi＋3Gモデル【毎月の支払い】

Wi-Fiモデル【一括支払い】

Wi-Fi＋4Gモデル【毎月の支払い】

16GB

￥34,800

32GB

￥42,800

64GB

￥50,800

16GB

￥4,725

32GB

￥4,925

64GB

￥5,115
※（iPad専用）データ定額プラン基本使用料、ウェブ基本使用料、iPad向け

月月割り（24回）を含めた毎月の基本料金の目安となっております。

16GB

￥42,800

32GB

￥50,800

64GB

￥58,800

いずれも支払い回数（24回） 支払期間25ヵ月 実質年率0％
softbankの公式ホームページをもとに作成しております。（2012年3月10日現在）

16GB

￥4,725

32GB

￥5,125

64GB

￥5,515
※ iPad for everybodyキャンペーン適用期間の2012年3月16日（金）から

2012年5月31日（木）までに契約された場合の料金になります。
（iPad専用）データ定額プラン基本使用料、ウェブ基本使用料、iPad向け
月月割り（24回）を含めた毎月の基本料金の目安となっております。
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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　河上　知子

商標権について
弁護士シリーズ  第 31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

かわかみ　ともこ

弁護士 河上　知子

丁寧かつ迅速な仕事を心
がけています。
相談者にとってよりよい 
解決が導き出せるよう
日々努力をしていきたい
と思っています。

　先日、東京地方裁判所に向かう途中、霞が関駅構内で、堂島ロールが販売されているのを見つけました。堂島ロールといえ
ば、大阪の堂島に本店を置く「モンシュシュ」という会社が売り出している、生クリームたっぷりのロールケーキのことです。
東京では、銀座三越の地下でも購入できますが、いつも長い長い行列が出来ており、霞が関の駅構内という場所柄に目を惹か
れました（ちなみに、後で調べたところ、霞が関の堂島ロールは、堂島ロールのレシピを考案したシェフが独立してオープン
した、アンセノンヌーボーというお店のもので、見た目も味も似ていました。）
　さて、そんなモンシュシュ社は、２０１０年１月に、老舗洋菓子メーカーであるゴンチャロフ製菓（神戸市灘区）から商標
権侵害を理由に、「モンシュシュ」の名称使用の差し止めと損害賠償を求める訴えを起こされました。ゴンチャロフ製菓は、昭
和５６年に「モンシュシュ」を商標登録し、この名前を付けたチョコレートを販売していたのです。昨年６月に出された地裁
判決では、モンシュシュ社に、包装紙や看板、ウェブ広告などで標章使用を禁止するとともに、約３５００万円を支払うよう
に命じています（その後、モンシュシュ社は控訴しています。）。
　また、最近のニュースでは、「ｉＰａｄ」の商標権を主張している中国のＩＴ企業が、アップル社に対して、中国国内での販
売差し止めを求めた裁判が記憶に新しいと思います。
　企業にとって、商品名はブランド戦略の出発点であり重要です。空前のヒット商品となった「ごきぶりホイホイ」は当初「ゴ
キブラー」で販売する予定でした。商品名などの名称ひとつで売り上げが大きく変わり、企業努力によって、商品やサービス
が認められるようになると、商品名そのものに良いイメージが付着するようになり、ブランド力が上がるため、商品名を保護
する必要があります。そこで、商標登録というシステムがあります。
　商標の概念は、「文字、図形、記号、立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」です（商標法２条柱書）。
商品名などの文字が代表的なものであり、先述の「ごきぶりホイホイ」が該当します。図形では、ＮＴＴのマークやトヨタ自
動車のマークが思い当ります。また、立体的形状でもよく、不二家のペコちゃん人形も商標登録されています。
　もっとも、商標では、名称そのものを抽象的に登録することはできません。商標を出願・登録する際には、その商標をどの
ような商品若しくはサービスに使用するのか、対象を明示する必要があります。そして、商標権は、明示した対象の範囲内に
おいて、その効力が認められることになります。例えば、「トップ」という商標を登録している企業は５５社にも上りますが
（平成２４年３月現在）、同じ「トップ」という商標でも、商品やサービスの対象範囲が違うため、権利として重複せずにそれ
ぞれ認められることになるのです。
　さらに、どのような商標でも出願すれば登録されるというわけではありません。商標は、自分の商品と他人の商品を区別す
るために利用されるものである以上、商標登録には、他の商品等と識別が可能な「特徴的なもの」（「識別力」といいます。）で
なければならないという条件があります（商標法３条１項）。例えば、商品の産地や原材料は識別力がなく、商標登録は認め
られていません（同条３号）。例えば、サントリーが発売した「はちみつレモン」という清涼飲料は、大ヒット商品となり、１
９８９年の流行語にも選ばれましたが、商品の原材料である「はちみつ」と「レモン」を組み合わせたネーミングに過ぎない
ため、商標登録を拒まれました。その結果、１００社以上が「はちみつレモン」を意味するネーミングを使って清涼飲料を販
売するという乱戦となりました。　　　　　　　　　　　　
　もっとも、識別力があるか否かは、商品やサービスとの関係で決まります。ですから、ジュースの商品
名で「Ｐｅａｃｈ」を登録することはできませんが、航空会社の名前としてならば登録できるのです。
ちなみに、サントリーの「はちみつレモン」は、平成１１年に販売を中止しましたが、昨年１０月に復活
しています。当時の乱戦に思いを馳せ、飲んでみたいものです。
　商標権と同じ知的財産権の一つである特許権には期間制限がありますが、商標登録の有効期限は半
永久的です。商標は長く使われれば使われるほど、そのブランド力が増加し、目印として機能するので
すから、商標権を永久に存続させることは、消費者にとっても望ましいことです。もっとも、使わなく
なった商標がいつまでも登録されているのを避けるために、登録から１０年で更新手続きを採らなけ
ればならないことになっています。更新手続きの回数制限は設けられていないので、手続きさえ怠らな
ければ、永久に商標権を持ち続けることができるのです。
　商標権の永久性を考慮すると、ブランド力を得ることができれば、特許権よりも財産的な価値は高い
かもしれません。



大久保秀夫 経営塾
～「やり方」経営から「在り方」経営へ～（第4回）

ご購入はこちら

ビジョンは、その会社にとっての究極の「在り方」だともいえます。今はまだ、そのビジョンを具現化する
までに至っていないけれども、いずれそうなるという決意表明でもあります。未来の目標と言ってもいいかも
しれません。

理想を掲げると、今の現実の姿を見たときに、自然とその間にある大きなギャップに気付くはずです。それ
を埋めるための戦術・工程表をつくる。これが経営です。そして、それを成し得るのは人です。だから人の教
育をしなければいけません。そのために、社是が必要なのです。人は弱いのです。「私はいずれこういう人間
になりたい」という目標があるからこそ、人は今の自分を見て、目標とのギャップに気づき、それを何とかし
て埋めようと努力をします。そこで、そういう人間になるために、「3年後までにこうしよう」「10年後には
こうしよう」という中期計画、あるいは長期計画がつくられていきます。これは会社も同じです。そして、そ
の計画を確実に実行に移していくためにあるのがプロセス管理です。こうして、未来のビジョンに向けた仕事
の流れがつくられていきます。

また、ビジョンをつくっていく上で、もうひとつ大切なことがあります。それは、「何をしないか」という
ことを決めておくことです。通常、「何をするのか」ということは明確になっているものですが、「何をしな
いのか」については、まったく考慮に入れられていないケースが多いのです。実は、これまで会社を倒産させ
てしまった社長を見ていると、本業不振によって倒産に追い込まれたケースというのは、実は少数派だったり
します。では、どうして本業がしっかりしているのに倒産してしまうのかというと、本業以外のサイドビジネ
スに、積極的に手を広げすぎてしまうのです。この手の話については、枚挙にいとまがありません。だからこ
そ、「これには絶対に手を出さない」というルールを、しっかり決めておく必要があるのです。

そして、ビジネスで一定の成功をおさめている人たちのビジョンには、ひとつの共通点があります。それは、
自分がフィールドとしている分野を超えた、非常に大きなビジョンを掲げているということです。

たとえば、ワタミの渡邊さんは、居酒屋チェーンで日本一になるということではなく、「日本で一番、みん
なからありがとうといってもらえる会社にする」というビジョンを掲げて、全従業員を引っ張っています。ま
た、ＨＩＳの澤田さんが掲げているビジョンは、旅行代理店業でトップになるというのではなく、「日本が国
際化を果たすためには、もっと大勢の日本人が手軽に海外旅行に出かけられるようにしなければならない。そ
のために格安航空チケットを販売する。これは日本の未来のためだ」というビジョンが根底にあります。孫さ
んに至っては、「第四次産業革命を起こす」と語っています。決して携帯電話の販売でトップシェアを握るこ
とが、最終目的ではないのです。もっと壮大なビジョンが、孫社長の行動を支えているのです。

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/

また、彼らは常に自分が考えているビジョンを、パッ
ションを持って伝えて回っています。たとえば渡邊さん
は、先のビジョンを、土日も関係なく店舗を回って、従
業員に伝え歩いていますし、澤田さんも孫さんも、やは
り同じように、従業員に対して、常に自分の想いを熱く
語っています。

社員がそれを信じようが信じまいが関係ありません。
徹底的に伝える、伝える、伝える、伝えるということ。
1回2回言ったって、みんなに理解してもらえることはあ
りません。とにかくしつこいくらいに伝えるということ
が大事なのです。「耳にタコができる」でいいのです。
タコができ、それが潰れて、潰れまくったら、その人は
タコが潰れなくなります。そこまでやれということです。

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。社団法人関東ニュー
ビジネス協議会会長。
「在り方」（アチーブメント出版）他。
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1900年/初めて『軍艦マーチ』が演奏される

1975年/ベトナム戦争終結

1999年/カンボジアがASEANに加盟

30 日

(月)

遺言の日

「ゆ(4)い(1)ご(5)ん」の語呂合わせ
近畿弁護士会連合会が制定
日本弁護士連合会が主催して全国で実施されるようになった

15 日

(日)

昭和の日

1949年-1988年までは天皇誕生日
昭和天皇崩御の後「みどりの日」に改称
その後2007年に昭和の日に改称

29 日

(日)

東南アジア・南アジアの正月の祝日（4月13日～15日）

東南アジア・南アジアの多くの国では4月14日を新年の始ま
りの日としており、いくつかの国ではその前後を含めて祝日
としている

14 日

(土)

1937年/日本で初の文化勲章授章式

1952年/サンフランシスコ平和条約が発効

2003年/日経平均株価がバブル崩壊後の最安値を記録

28 日

(土)

決闘の日

慶長17年旧暦4月13日、船島（巌流島）で
宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘が行なわれたことから

13 日

(金)

哲学の日

紀元前399年、ソクラテスが毒杯をあおって
刑死したことに由来。ソクラテスの妻が悪妻と
いわれていることから「悪妻の日」ともされている

27 日

(金)

1877年/東京大学設立

1973年/祝日法改正により振替休日が誕生

1981年/スペースシャトル「コロンビア」初打ち上げ

12 日

(木)

よい風呂の日

「よい(4)ふ(2)ろ(6)」の語呂合わせ
毎月26日は「風呂の日」になっている

26 日

(木)

メートル法公布記念日

1921年、日本で改正「度量衡法」が公布され、
メートル法を使用することが法律で定められた

11 日

(水)

国連記念日

1945年、サンフランシスコで連合国50か国代表による、
国連憲章を作成・採択するためのサンフランシスコ会議が
開催されたことにちなむ

25 日

(水)

インテリアを考える日

日本インテリアファブリックス協会が制定
4月は入学・入社・新学期など新しいこと始まる月であり、
10日は「住」と「十」が同音であることから

10 日

(火)

1854年/吉田松陰が下田で黒船への密航に失敗

1963年/少女漫画雑誌『週刊マーガレット』創刊

1993年/テーマパーク東武ワールドスクウェアが完成

24 日

(火)

大仏の日

天平勝宝4年旧暦4月9日、
奈良の大仏の開眼供養が行われた

9 日

(月)

子ども読書の日

多くの公共図書館で、子どもを対象とした
読書に関するイベントなどが実施される

23 日

(月)

灌仏会（かんぶつえ）／花まつり

釈迦が旧暦の4月8日に生まれたという伝承から
ただし、新暦4月8日に祝うのは日本のみ

8 日

(日)

アースデー/国際母なる地球デー

2009年の国連総会で制定され、2010年から実施
アースデーを正式に国連の記念日（国際デー）にしたもの

22 日

(日)

世界禁煙デー

世界保健機構が1988年4月7日に設立40周年を迎える
ことを記念して、"a world no-smoking day"とされた

7 日

(土)

民放の日

1951年、日本で初めて民放16社に放送の
予備免許が与えられたことにちなむ

21 日

(土)

新聞をヨム日

2003年、日本新聞協会販売委員会が制定

「よ(4)む(6)」の語呂合わせ

6 日

(金)

郵政記念日

1934年、逓信省が「逓信記念日」として制定
1871年、飛脚制度に代わり郵便制度が実施された

20 日

(金)

1722年/オランダ人によりイースター島が発見

1975年/『秘密戦隊ゴレンジャー』が放送開始

1998年/明石海峡大橋開通

5 日

(木)

飼育の日

2009年、日本動物園水族館協会が制定
「しいく」の語呂合せ

19 日

(木)

どら焼きの日

桃の節句と端午の節句に「はさまれた」日であることから

4 日

(水)

よい歯の日

1993年、日本歯科医師会が制定
「よ(4)い(1)は(8)」の語呂合わせ

18 日

(水)

日本橋開通記念日

1911年、東京都中央区にある日本橋が
木橋から石橋に架け替えられた

3 日

(火)

ハローワークの日（職安記念日）

1947年、職業紹介所が「公共職業安定所」に改称した
現在は「ハローワーク」という愛称で呼ばれている

17 日

(火)

週刊誌の日

1922年、日本初の新聞社が発刊した週刊誌である
『週刊朝日』と『サンデー毎日』が創刊された

2 日

(月)

ボーイズビーアンビシャスデー

1877年、札幌農学校（現 北海道大学農学部）教頭の
ウイリアム・スミス・クラークが「Boys, be ambitious」
の言葉を残して北海道を去った

16 日

(月)

1982年/五百円硬貨発行

1985年/日本電信電話公社が民営化、NTT発足

2005年/個人情報保護法全面施行

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4月 ◆
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イラストレーター
ときどき
青山おしゃれ古着店店長

かわむらえり子

昭和30年代あたりの洋服のテキスタイル、

デザイン全般、映画が好き。

1年に3回ほど期間限定の

「青山おしゃれ古着店」というお店を
開店してます。

イラストレーション見本とともに、
こちらでご覧になれます。

kawaeri.com

ご連絡もこちらからどうぞ。

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/

STAFF
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フォーバル
担 当

かわむらえり子

１．日本語での意味と本来の意味が違うもの

「スマート」
日本語・・・やせている、ほっそりしているなど。
英 語・・・頭がいい、賢いなど。または、外見では、

洗練されてる、などのしゃれた意味が
あるものの、体型の意味はなし。

「プリティ」
日本語・・・かわいい。
英 語・・・どちらかというと「かわいい」より「きれい」

She is pretty.は、彼女は、きれいな人、美人、
という意味に。
または、pretty good.などのように形容詞の
前に使って「かなり」という意味にも。

２．通じると思いきや、英語圏では通じないもの。

「ホッチキス」
・・・英語では「ステイプラー」(stapler)。

ホッチキスとは、ホッチキスの発明者の名前。

「シュークリーム」
・・・英語では、「クリームパフ」(cream puff）。

実は、日本語のシュークリームは、フランス語の
「シュー ア ラ クレーム」（chou à la crème）

から来たもの。英語圏で、シュークリームと
言うと、「靴」（シュー）のクリーム？

「ビニール（袋）」
・・・「ビニール袋」と言おうとして、ビニール？と

言って固まってしまった人は、私を含めてたくさん
いるはず！英語では「プラスティックバッグ」
（plastic bag）です。

他にも日本語との意味が違うものに「チャレンジ」「ナイーブ」「コンセント」
…などたくさんありますので、ご自分でも調べてみてくださいね！

REDWOOD
英会話スクール
Coreea出張所

初めまして。

表参道にあるRED
WOOD英会話ス
クールで働いてい
る吉野と申します。

今月から、このページで、日本人
に英語を教える英語講師 / 外国人
に日本語を教える日本語教師とし
ての２つの違う文化の視点からと
らえたアレコレ…を、自分の経験

も踏まえ、お話させていただきま
すので、よろしくお願いいたしま
す！

さてさて、初回に取り上げたいの
は、日本語の中に入ってきたカタ
カナ英語らしき単語です。

日本語での意味が、本来の英語で
の意味とはかなり違っているもの
や、カタカナなので、すっかり英
語だと思いきや、英語圏で使って
みたら通じなかった…などという

ものをいくつかあげてみますね。

青山の英会話

レッドウッド

青山の英会話

レッドウッドは、外国人講師と日本人講
師の安心Wサポート、だからまったく初

めてでも安心！日常会話で、「使える」
英語を楽しく学べるスクールです。

まずは、きっかけ￥2,000レッスン（外国
人講師会話レッスン+日本人講師サポー

トレッスン）をぜひお試しください！

お問い合わせ、ご予約はコチラまで

→03-3402-5815

http://www.redwoodstudio.com/




