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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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★練馬・桜台地域専門店！株式会社創造の 新物件

都営大江戸線 「豊島園」 駅 徒歩2分

「豊島園」駅 マンション

1，700万円（税込み） 2LDK

専有面積：44.4㎡

詳細は、0120-318-213までお問い合わせください。

★株式会社創造ブランド センシアシリーズ

西武池袋線 「練馬」駅 徒歩１０分

「練馬」駅 新築一戸建て

3，580万円（税込み）

建物面積：52.64㎡

土地面積：43.95㎡

詳細は、0120-318-213までお問い合わせください。

自社ブランド物件自社ブランド物件

代表者 津島 和伸
東京都練馬区桜台4-22-8
TEL 03-5946-2444（代表） 営業時間 9:00-19:00

http://www.sohzo.co.jp/
お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
１８３

創造 練馬

創造様は、練馬区・板橋区・豊島区を中心とした地域
専門店として、不動産売買・仲介・分譲・リフォームなどの
営業を展開されていらっしゃいます。

地域密着型の会社として、保育園や地域の学校のことから
駅周辺の商店街のことまで、お気軽に創造様のスタッフまで
ご相談ください。

また、自社分譲の都市型センシアシリーズの商品も都内各地で分譲を展開していますので、
不動産の売却、不動産の買取などもお気軽にご相談ください。

創造様は全スタッフで、お客様の新しいライフステージを提案してまいります。

新着物件新着物件

★創造がおすすめする新築戸建

都営大江戸線 「練馬春日町」駅 徒歩８分

「練馬春日町」駅 新築一戸建て

3，080万円（税込み） ２LDK

建物面積：47.16㎡

土地面積：47.18㎡

詳細は、0120-318-213までお問い合わせください。

★株式会社創造ブランド センシアシリーズ

都営大江戸線 「中井」 駅 徒歩７分

「中井」駅 新築一戸建て

5，880万円（税込み） 3LDK

建物面積：81.58㎡

土地面積：75.49㎡

詳細は、0120-318-213までお問い合わせください。

毎週土曜日にリフォーム相談会を開催中です。お気軽にお問い合わせください（専用：03-5946-2444）

創造様は、新しい住まいづくりを提案する企業を目指しています。
東京都内及び近県を中心に、注文住宅・増改築・リフォーム工事を手
掛けていらっしゃいます。また、都会の限られたスペースで、平面的
ではなく立体的なプランニングによる視覚的広やかさを実現する
提案をされています。

注文住宅・増改築・リフォームのことならぜひ、ご用命ください。

注文住宅&増改築&リフォーム注文住宅&増改築&リフォーム
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神奈川県横浜市神奈川区山内町1-1
横浜市中央卸売市場本場水産物部
TEL 045-441-8694 

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
１８４

平成20年より、横浜魚市場卸協同組合が中心となり「ハマの市場を楽しもう」というイベントを実施中です。

水産部では、通常一般が立ち入ることのできない仲卸売り場を、毎月第１・第３土曜日のAM９:００からAM１１:００
まで一般開放されています。仲卸業者70店舗以上が軒を連ねる場内で一般消費者も買い物することができます！

横浜中央卸売市場横浜中央卸売市場

横浜中央市場 まぐろ問屋八清様は、「本当においしいもの」にこだわり、
新鮮な最高級のまぐろを皆様にお届けしています。昨今、養殖のまぐろが
多い中、八清様は天然物を多く仕入れ卸しています。

クロマグロであればアイルランド、ミナミマグロ(インドマグロ)であれ
ばケープタウンといったように天然物でも一等級である産地にこだわりま
す！それもすべては布施社長のまぐろ好きから高じたもの。まぐろといえ
ば「八清」間違いないです！！

4月7日(土)AM9:00、横浜中央卸売市場へ
フォーバル横浜支店の柴田が行ってきました！

多数店舗がある中で「八清」さんを発見。
にぎわっていました～

目玉はまぐろ解体ショー
★迫力満点！

もちろん、
おろしたてのまぐろをいただきました～

八清様の鮪師さんたちのことから
市場のこと、まぐろの美味しい
レシピまでblogで更新中！！

八清様の鮪師さんたちのことから
市場のこと、まぐろの美味しい
レシピまでblogで更新中！！

http://blog.goo.ne.jp/hassei1980

まぐろ 八清

その他にも、おさかなマ
イスターによるお魚さば
き方教室や、仕入れ体験、
マイナス45℃以下の超
低温冷蔵庫体験ツアーな
どイベント盛りだくさん
な上に、普段は市場で働
く人の食堂でもある「食
堂街」も利用できます。
読者の皆様もぜひ一度、
ハマの市場を体験されて
はいかがでしょうか？

布施社長

天然本まぐろ
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横浜市南区南太田2-1-55 ルビーハイム101
TEL 045-716-5941

http://www.shouei-care.com/

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
１８５ 介護 メープル 薫

翔栄様は、迅速・丁寧・親切をモットーに良質
の介護サービスを提供することで地域の皆様が、
安心して暮らせる社会作りに貢献してまいりたい
と考えていらっしゃいます。

利用者に安心した在宅生活を送っていただくた
め、提供するサービスの品質を高めるため、日々
利用者とご家族が住み慣れた自宅での生活を実現
するために、必要な介護サービスを提供してまい
ります。

介護に関するご相談や、介護保険に関する手続き、
ケアプラン作成についてなど介護のことでお困りのこ
とがございましたら、お気軽にご相談ください。介護
に関するあらゆるご相談を無料で受けることができま
す。支援センターに直接来訪いただくか、ご家庭に直
接訪問し、お話をお伺いいたします。勤労中のご家族
のお時間に合わせて、土日・夜間でも訪問の調整をし
ていただけます。まずはお気軽にご相談ください。

〒232-0006 横浜市南区南太田2-1-55 ルビーハイム101
TEL：045-716-5941、FAX：045-716-5943
営業日：月、火、水、木、金
休日：8/13～15、12/29～1/3
営業時間：平日 9:00～18:00 ※備考：緊急時は対応

利用者のご自宅で安心して毎日の生活を送っていただ
くためのお手伝いをするサービスです。

訪問介護とは、専門教育を受け資格をもった訪問介護
職員（ヘルパー）が利用者の自宅を訪問して、要介護
状態にある利用者に対し、「介護サービス計画」（ケ
アプラン）に基づき、能力に応じた生活を営むことが
できるように入浴・排泄・食事などの介護、調理・洗
濯・掃除などの家事など、必要な日常生活上のお世話
をさせていただくものです。

主なサービス
・身体介護（入浴介助、外出介助、食事介助等）
・生活援助（調理、買い物、洗濯、掃除）
・自立支援もお手伝いいたします

〒232-0006 横浜市南区南太田2-1-55 ルビーハイム101
TEL：045-716-5941、FAX：045-716-5943
営業日：月、火、水、木、金
休日：8/13～15、12/30～1/3
営業時間：平日 9:00～17:00
サービス提供時間：6:00～0:00
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http://www.rekishinomori.com

歴史の森

歴史の森様は、歴史書専門の本づくり会社です。真摯な出版・文化活動を展開され
ている多くのクライアントの本づくりのお手伝いを主な事業とされています。

また、個人の「研究書」および各種団体の「学会誌」、「紀要」、「記念出版物」
（寺誌ほか）などの依頼出版、さらに古文書・日記など「古記録史料」の解読事業も
手がけられています。取材を伴う原稿執筆から、編集、製作、製本、ご希望に応じて
発送、販売までを、トータルにお任せいただけます。

指揮をとるのは、歴史書専門の老舗出版社に十余年勤務ののち、現在に至るまで歴
史書づくり30年のベテラン編集者。まったく初めての方にも、分かりやすく丁寧にア
ドバイスし、スムーズに作業を進めてまいります。（ただし、原則として、書店を通
じての販売はしておりません。歴史の森様からの直販方式となります。）

有限会社 歴史の森

代表取締役 関 昌弘
東京都渋谷区笹塚1-56-6 クレセントプラザ笹塚50D号
TEL 03-6304-2471

これまでに制作された歴史書・古文書（一例）これまでに制作された歴史書・古文書（一例）

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
１８６
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代表者 細野 祐二
東京都千代田区三崎町ビル1F
TEL 03-3239-7923

http://www.kudan-japanese-school.com/
お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
１８７

九段日本語学院

九段日本文化研究所 日本語学院様は、約35カ国の
留学生を対象にした、ひらがな・カタカナの基礎コー
スから進学・日本語総合コースまで学べる学校です。

また、日本語学習だけでなく、日本でしか体験でき
ない日本文化や歴史などを知る機会を増やすことにも
力を入れています。

そのノウハウを活かして４月から英語学院を始めま
した。今回はこちらを中心に紹介させていただきます。

1.優秀な講師陣

コロンビア大学あるいはテンプル大学でTESOL
（Teaching English to Speakers of Other 
Language）修士号/博士号を取得（履修中）の英語
が母国語の先生達です。英語を母国語としない人々へ
の言語教育理論（TESOL）を熟知する専門家である
とともに、日本人への英語指導実績が豊富で、優れた
ノウハウを持っています。

2. Intensive Studyプログラム

このプログラムは、学院における授業と自宅学習の併
用制で行われ、プログラム修了時における標準総合学
習時間を200時間に設定しています。学院での授業
＋試験は50時間、カリキュラム連動型の自己学習は
150時間です（授業は1回2時間、週2回コースは
3ヵ月間・週1回コースは6ヵ月間）。良質な学習を
集中・継続して行うことで、学生の英語力は確実に向
上いたします。

3.自己学習支援プログラム

授業外でも上質な学習ができるよう、自己学習支援プ
ログラムを提供します。通常、学生の自主性が求めら
れる自己学習では、良質な学習を継続して行うことが
困難です。インターネットによる自己学習の管理＋カ
ウンセリングにより、学生は常に自分の学習目標を意
識しながら150時間に及ぶ自己学習が行えます。

自宅学習では“英語のインプット（読む、聴く、書
く）”を目的とした課題をこなし、それをもとに、
クラスレッスンでは“英語のアウトプット（話す）”を
目的した授業が行われます。

自己学習支援プログラムでは、webを通して、学生一
人一人の状況に合わせて九段英語学院/講師が学習を
支援します。このカリキュラムで、学生は英語の総合
力を効果的に伸ばすことができます。

英語学院英語学院 カリキュラムカリキュラム

九段日本文化研究所九段日本文化研究所

学院内8Fには、和室が備えられ、着付け、華道、習
字など多彩な日本文化教育プログラムを準備されてい
ますので、様々
な日本の文化を
体験することが
できます。また
日本語学院では、
日本語講師の派
遣、日本語のプ
ライベートレッ
スンも随時受け
付けています。
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有限会社レイアート

代表取締役 古屋 昭彦
東京都港区浜松町1-7-10 山陽電気ビル2F
TEL03-5472-2526お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
１８８

レイアート カタログ

Designは答えがひとつではありません。見る人
により、また見るタイミングにより思い浮かべる
イメージは様々です。私たちの考えるデザインと
は、単純に“かっこいい”“キレイ”“お洒落”といった
ものではありません。大切なのはいかに“伝わる”
デザインであるかということ。

企業や商品の魅力を最大限訴求し、どれだけ
エンドユーザーの“心を揺らす”ことができるか？

レイ・アートはこれからも挑戦し続けます。

レイ・アート クオリティーレイ・アート クオリティー

制作実績制作実績

08

何かを“伝える”ためには使用目的、ターゲットを明確に捉え、
かつ目にする人の心に残るインパクトのある仕掛けが必要です。

レイ・アート様には、多くの制作経験により培った
“伝わる”デザインを生み出すためのノウハウがあります。

ブランディング、商品PR、会社案内、リクルート用など使用
目的をお聞かせください。企画からデザイン・印刷・封入・
発送までワンストップサービスで対応可能です。

①御社だけのオリジナルデザイン（テンプレート不使用）
②納期をお急ぎの方もご安心ください
③３０年の経験と実績が信頼の証
④ワンストップサービス（企画・デザイン・印刷・発送）
⑤伝わるデザインをお届けします

実績は一例です。
ホームページにて各種公開されています。
ぜひ一度ご覧ください。

サンプル料金
（4色、デザイン・制作代）
A3二つ折り（両面）

80,000円～
A4リーフレット（片面）

30,000円～
※印刷・発送代別

http://www.ray-art.com/

レイ・アート様が

選ばれる理由

見積りは無料です。

まずは
ご相談ください。

レイ・アート
古屋社長



株式会社 町田絲店

東京都台東区駒形1-1-1
TEL 03-3844-2171 http://www.machida-ito.co.jp/

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
１８９

町田糸店

ショップコンセプトは「昔ながらの伝統文化と近代
的デザインの融合」です。

「老舗の技を現代にいかしつつ、新しい物作りにも
挑戦する」という町田絲店様のコンセプトに合わせ
たショップです。ぜひ一度ご来店ください。

町田絲店様は創業1864年と
いう歴史の中で糸、紐に関す
る技術力を高めてきました。

現在では伝統の技術を継承し
ながら、更に新しい技術開発
に取り組んでおります。

町田絲店様は「人から信頼さ
れる物作り」を志にされてい
ます。お客様一人一人に合わ
せた商品を提案。

日々の信頼を積み重ねること
で、長いお付き合いをしてい
きたいと考えていらっしゃい
ます。

現状の商品に満足するのでは
なく、常に新しい商品に挑戦
されていらっしゃいます。

難しい注文なども断らず、
挑戦することでさらなる進化
につながると考えているから
です。

商品に合わせたい、
小ロットで、など
企画からご相談
ください！

店舗紹介店舗紹介
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バイク好きのあなたへバイク好きのあなたへ

株式会社アド・デルタ

東京都渋谷区上原1-30-1 上原MKビル
TEL 03-3465-7560
e-mail info@bagster.jp

http://bagster.jp/

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
１９０ BAGSTER

アド・デルタ様は、フランス製バイク用タンク
カバー＆タンクバッグ「BAGSTER(バグスター)」、
ウインドスクリーン「BULLSTER(ブルスター)」の
正規輸入販売元です。

アド・デルタ様が輸入・販売したBAGSTER製品
のパーツの破損、紛失などのアフターサービスは
随時無償で行っています。

また、製品の修理は新品状態に戻す作業ではな
く「より長くBAGSTER製品をご愛用いただくため
に」行っていらっしゃいます。（※完全には元の
状態に修理出来ない場合もございます。）

注文からお届けまでの流れ注文からお届けまでの流れ

BAGSTERのタンクカバーは車種別専用設計。

フランスの優れた技術により複雑なデザインから微妙
な色合いに至るまで、あなたの愛車にベストフィッ
ト・ベストマッチング。素材のPVC（合成皮革)がノー
マルのカバーにないボリューム感をかもし出します。

また、タンクを覆うことにより跳石でタンクが傷つく
ことを防ぎ、遮熱効果もありますので夏場のニーグ
リップがしやすくなります。

BAGSTERのタンクバッグは、一部をのぞき
BAGSTERタンクカバー専用品です。4箇所のアタッ
チメントでタンクカバーに固定しますので、マグネッ
ト式の様に高速走行中にバッグがズレる心配がありま
せん。また、マグネットを使用しないのでアルミや樹
脂製のタンクにもお使いいただけます。

ホームページの対応表・もしくはお電話でお問い合せ
いただき、ご希望のカバーやバッグをお選びください。

ご注文受付後、フランスへオーダーいたします。
約1カ月で日本へ届きますので、各部のチェックを行い、
お届けいたします。

※BAGSTERのタンクバッグは、BAGSTERタンクカ
バー専用品です。バッグ単体ではご使用いただけま
せん

コーレア読者に限りまして

10%OFFにいたします

ご注文の際「コーレアをみた」とお伝えください

10
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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　山本　祐輔

労働契約法改正案と有期雇用労働契約

弁護士シリーズ  第 32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

やまもと　ゆうすけ

弁護士 山本　祐輔

本音で相談をすること
ができ、ともに問題解
決に取り組むパート
ナーとして安心しても
らえる、そんな信頼さ
れる弁護士でありたい
と思っています。

　先日、事務所近くの中華料理屋で昼食のチャーハンを食べつつ新聞を読んでいると、目に留まった記事がありました。記事の内容
は、労働契約法改正案が閣議決定されたというものでした。追って、改正案は国会に提出され、法改正を目指すこととなるようです。
　改正案では、「雇止め」の判例の積み重ねの法制度化や契約期間の有無による不合理な差別の禁止なども盛り込まれるようです
が、読んだ記事の中で重点を置かれて取り上げられていたのは「有期雇用の労働契約が５年を超えて反復更新された場合、当該契
約にかかる労働者が希望すれば、有期雇用契約は無期雇用契約に転換する。」という点でした。
　この改正点については、ネットなどでも色々検討されているようですが、案通りの改正がなされれば有期雇用契約の法律関係に
大きな変化をもたらすこととなります。今回の法改正がなされれば、有期雇用契約を用いるに際しどのような影響が生じうるのか、
これは労使ともに関心事となると思われます。それを考える前に、まずは現在の有期雇用の労働契約の終了に関する法律関係がど
うなっているかを知ることとしましょう。

　まず、押さえておくべき大原則は、「期間の定めのある労働契約は、期間の満了に伴い終了する。」ということです。労働契約法１７
条１項も、有期の労働契約につき、期間途中での解雇についてはやむを得ない事由が必要な旨注記するのみです。
　このことで、期間の定めのない労働契約者（正社員に代表される）に比して、期間の定めのある労働契約者の労働環境の方が安定
性を欠くこととなっているのは確かです。期間の定めのない労働契約に対する解雇については、解雇権濫用の法理（客観的合理的
理由と社会通念上の相当性・・・労働契約法１６条）というものが判例を通じて構築され、解雇には厳しい制限がかかっているからで
す。
　この双方の環境の違いについては、やむを得ない差異と言うべきものかもしれません。有期雇用については、使用者の側からは、
繁閑期や景気変動に応じて会社に無理なく労働力を増減できる調整弁としての便利さがあるでしょう。また、労働者の側としても、
変に解雇規制のない方が雇ってもらいやすかったりなど利点は考えられます。それに、契約期間内であれば、むしろ解雇はされにく
いということもあります。対して無期雇用は、労使ともに終身雇用を前提としている場合が多いため、特に労働者の生活を守る趣旨
から解雇に規制を及ぼしてきたのでしょう。
　ただ、場合によっては、有期雇用の労働契約だからといって、当然のごとく満了に伴い契約終了とするのは不適切ではないかとい
う考えが主張されるようになってきました。

　現在、判例は、一定の要件を満たした有期雇用労働者について、解雇権濫用法理が類推適用されるとしています。先例としては、
「東芝柳町工場事件」（最判昭和４９年７月２２日民集２８巻５号９２７頁）があります。これら判例の積み重ねにより、有期雇用の
労働契約においても契約打ち切りが問題となり得る場面、いわゆる「雇止め」の問題がピックアップされることとなりました。
　ただ、誤解をしてはならないのは、「期間の定めのある労働契約は、期間の満了に伴い終了する。」点は、今でも原則として生き続け
ていると考えられることです。上記の判例も、労働者に求められる仕事の質・量、契約の反復更新による契約に対する労働者の期待
や依存度、会社の言動や前例の状況など、諸々の点を慎重に勘案した上で、解雇権濫用法理を類推適用すべきとの結論を導いていま
す。判例は特段原則の修正などは行なっておらず、例外的に考慮すべき場合、つまり有期雇用契約が無期雇用契約と同視でき得る場
合の基準を示しただけと解したほうが、正確なのだと思います。

　このように、現在でも、有期雇用の労働契約の原則論は、期間満了により契約は終了することであると考えられます。ここで冒頭
に戻りますが、今回の法改正案が大きな変化をもたらすと考えられるのは、まさにこの原則に踏み込んでいるとみられるからです。
　さて、労働契約法の改正案は、有期雇用を用いるにつきどのような影響を及ぼすこととなるでしょうか。

　今回の改正点について端的に述べられている意見は、「５年を迎える前の期間満了時に契約を終了させる
ケースが増えるだけではないか。」というもののようです。まあ、そうだろうなと思います。
　現実的な有期雇用の需要は、使用者側からは臨機応変に労働力の調整を図れること、労働者側からは責任
や拘束の少ない仕事内容で手軽に雇用してもらえることにあると考えられます。そこにはどうしても、「切る
べき時には切ることができる。」という前提がついて回るのではないでしょうか。良し悪しの議論は置いてお
いて。
　有期雇用の利点が目減りしてしまうと、使用者側からは使い出のないものとなってしまいます。

　しかし、有期雇用の労働者につき一切５年を超えて契約を続けることはありませんとするのも、不都合な
点は多いでしょう。長期にわたり仕事をしてもらえれば、その分頼れる戦力となるでしょうし。それに実際の
ところ、有期雇用のうちどれだけが、正社員登用を望んでいるのでしょうか。家事育児や介護をしつつパート
的な働き方をしたいと考えている労働者が、正社員登用を希望しているとは考えづらいです。
　かかる人の見極めが、法改正後は求められることになりそうです。例えば、事前に「契約が５年を超えても
私は無期雇用への転換を希望しません。」という誓約書を書いてもらうことなどが考えられます。あくまで予
想で、実際にそのような方法を採れるかは改正後にならないとわかりませんが。ただ、その方法を行い得ると
して、労働法の傾向から真に労働者の自由意思に基づくのであればかかる誓約書も有効となる可能性があり
ますが、同じく労働法の傾向や今回の法改正の趣旨から自由意思の認定は厳しくなるでしょう。注意は必要
です。

　労働契約法改正は、有期雇用の実務にどのような影響を及ぼすか、そんなことをぼんやりと考えた昼休み
でした。昼食はおいしかったです。



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神奈川県藤沢市／電材卸業

難易度の高いロゴ印字が
したい！！

結束バンドの特注品の取り扱いをしており
ます。このたび、音楽機材メーカーから、
下の写真の結束バンド（マジックテープ式）、
の接着面にロゴの印字をしたいというご相
談をいただきました。

マジックテープの「やわらかい毛の部分」
ですので、脱着を繰り返す際に印刷が剥
がれないようにする必要があります。

業者さんのご紹介をお願いいたします。

フォーバル担当：楢原 一基

②神奈川県横浜市／建設設計業

精密機器の引取りをお願います！

現在PC本体×2、ディスプレイ×4、ノートPC×1、リコーのプリン
タ（1メートル立方くらい）×1、ルータなど×3の処分を考えていま

す。産業廃棄業社に依頼をすることはできるのですが、リサイク
ルなどで引き取ってくださる業社を探しています。処分費用に関
しても、できるだけ安くして欲しいとのことです。どこか良い業社
はないでしょうか。

参考までに、以下の内容を紹介したところNGでした。

【NGパターン】
運搬費￥15,000 作業料￥9,000 処分費＝廃棄物の量による
（今回の場合は2t車満載で￥24,000） 合計￥48,000→高い

フォーバル担当：楢原 一基

③東京都中央区／トナー販売

激安で質のいいトナーを
販売します！！

キヤノン
EP-86 リサイクルトナー ￥8,800

キヤノン
509 汎用トナー ￥20,000

エプソン
LP6100 汎用トナー ￥20,000

など在庫多数、即納もOKです！

フォーバル担当：遠山 寛高

④東京都中央区／建設業

社員の安否確認に使える
安価なサービスを教えて！！

震災など大きな災害時に社員の安否が確認できるサービス、シ
ステムをご紹介ください。できるだけ安価なものを希望しています。

フォーバル担当：岩崎 慶太

⑤東京都武蔵野市／電子部品商社

半導体・電子部品の入手困難品、
製造中止品ならオマカセ！！

電子部品の製造中止品や納期トラブル品など、入手困難なデバ
イスを調査・調達いたします。

天災の影響や企業の大型倒産などによる調達トラブルにも強く、
全世界のネットワークからお客様の必要な電子部品・半導体を
調達いたします。在庫にない商材でもお問い合わせから12時間

以内に調査状況をご一報さしあげます。

フォーバル 担当：竹之内 賢輔

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
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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

-- iiＰａｄＰａｄ

-- 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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桜の季節も終わり、夏目前！4月から入社してきた新入社員の皆さんの中にも、最新のiPadを新たに購入

して、「仕事に役立てたい」と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか？

そこで今回は、仕事で便利な使い方！〜基礎編1〜と題して、

仕事に役立てていただけるiPadの使い方を紹介させていただきます。

iPad活用方法といっても、まずは標準搭載機能を使いこなせなくては、

応用編には入れませんよね？

今回は標準機能の中から、意外に知られていない機能をご紹介させていただきます！

iPadを利用していて、「今見ている画面を画像として記録したい」と

思ったことはありませんか？

毎回インターネットに接続することが面倒
地下鉄に乗る前に画面をメモしておきたい

そんな時は、「スクリーンショット」機能が便利です！

使い方はとっても簡単。
iPadのスクリーンショットは、

「ホームボタンと電源ボタン同時押し」で撮れます。

ちなみに、iPhoneでも同じやり方です。

今いる場所から目的地までの経路を確認することや、その道路の状況を確認できることをご存知ですか？

右下の図では、新宿から渋谷までの経路を検索したものです。

【車・電車・徒歩】の3つの移動方法から最適なルート情報を表示してくれます！

このように、標準で搭載している機能をしっかりと理解することで

今まで以上にiPadを便利に活用することができるようになりますね！

来月号は、便利な使い方〜基本編2〜をご紹介します。お楽しみにー

©2012 Google マップデータ ©2012 ZENRIN

また、画面右下のメニューから、「渋滞状況」の表
示を「オン」にすることで、周辺の渋滞情報を加味し

たルート案内をしてくれる機能もあります。これで、
車で移動する場合でも、事前に到着予
定時間を計算することができますね！

【応用技】Wi-FiモデルのiPadでも、会社を出る

前に②で紹介した地図・渋滞情報を確認し、 ①の

スクリーンショット機能を使って画像として残してお
けば、 Wi-Fiの届かない屋外でも、快適に目的地ま

で到着することがでます！

※iPadは、Apple Inc.の商標です。



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、

アンドロイドアプリベンダー向け
事前準備一切不要！
完全インストール報酬で掲載できる

アンドロイドアプリ『Ａｐｐ ｔｏ ｙｏｕ』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nm.apptoyou

株式会社ネットマーケティング
東京都渋谷区恵比寿1丁目20番18号 三富ビル新館 10階
ＴＥＬ 03-6408-6896 http://www.net-marketing.co.jp/

情報をご紹介しております！

「大量の広告費はかけられない。」
「クリック課金での出稿はリスクが大き過ぎる…」

そんなアンドロイドアプリプロモーションにお困りの
ご担当者様、完全インストール報酬型のアンドロイド
アプリ『App to you』にお任せください！

・完全インストール課金なので、低リスクでの広告出稿が可能
・システム設定などの事前準備が一切不要
申込みだけで即日配信が可能

・小予算での配信、テストマーケティングとしての利用も大歓迎

ご相談だけでも結構です。
ご興味をお持ちいただけましたらご連絡くださいませ。

１９６４年の創立以来、消費者団体として、
消費生活における問題を国や企業に提言
要望してきました。どなたでも参加できます。
一緒に参加しましょう！

ｅ－ｐｃｂが海外直輸入の優れた

品質の商品をご紹介！

ＳＨＯＰページ http://www.e-pcb/concept/

昨今の価格競争・コストダウンは大変厳しいものと
なっており、会社の維持存続自体が大変困難な状況
となっているのが現実かと思われます。 そんな時代に
打ち勝つため、少しでも安く部材の調達ができるように
海外生産のプリント基板を皆様に提供してまいります。

１．高品質 ２．低価格 ３．柔軟対応 ４．スピーディ

e-pcb （株式会社ワールドサプライ）
埼玉県和光市下新倉6-10-9
TEL 0120-04-3722 http://www.e-pcb.jp/

財団法人 消費科学センター
東京都渋谷区桜丘17-9
TEL 03-3461-8728 http://www.shokeren.gr.jp/

apptoyou

e-pcb消費科学センター

売りたい 買いたい ＰＲ情報

《消費者大学へのお誘い》

消費者大学講座は一般消費者を中心にユニークな
視点から、今直面している問題を追及してく勉強の場
です。皆さんと共に語り合い、共に考えて解決の糸口
を見つけましょう。ご参加をお待ちしております。

5月24日（木）シンポジウム

天災と人災の違い－人と自然との関わり－

6月6日（水）

生産者、生産地とのつながり

6月13日（水）

情報の流し方

6月20日（水）

卒災とは

詳しくは、消費科学センターまで
TEL03-3461-8728
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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5回）

ご購入はこちら

今回は、経営ビジョンの位置付けについて考えてみたいと思います。というのも、経営者の中には、長期の
経営戦略をビジョンとイコールで結びつけている方が多いからです。しかし、これは間違った認識です。ビ
ジョンと戦略はまったく異なります。

確かに、ビジョンも長期経営戦略も、今よりもずっと先の目標を示したものではありますが、ビジョンの方
が、長期経営戦略に比べてはるかに遠く先に目標を置いていますし、そもそも両者はまったく異なった役回り
になります。簡単にいうと、ビジョンは不変であるべきものであるのに対し、長期経営戦略は、その時々の経
営環境に応じて、適宜変更を加えることができます。基本的に経営方針、経営戦略、経営戦術、経営計画とい
うものは、会社が置かれている外部環境の変化に応じて、適宜見直していくべきものです。これに対して、ビ
ジョンや経営理念は、経営方針の上に位置するものであり、このふたつについての見直しはしません。そして、
このふたつについては、どちらが上で、どちらが下という上下関係ではなく、お互いに補完する横の関係にあ
ります。これは大変大事なポイントです。よく理解してください。

ソフトバンクの孫社長とは、若干意見が異なるところもあるのですが、彼のたくさんあるビジョンの中で、
私も納得しているビジョンが１つあります。彼は２０年以上前、我々と一緒に新電電による市外通話事業を行
なっていた頃から、「大久保さん、今は新電電を助けるためのアダプターを作っているけれども、僕は必ず胴
元になるよ。僕自身がインフラを提供する側に必ず立ってみせる。その時はまた手伝ってよ。世の中変えるか
ら。通信がこれから国の、企業の命なんだ」と言っていたのです。大きなビジョンですね。結局、彼はＭ＆Ａ
などを通じてお金を一生懸命貯めました。その莫大なお金を、彼はボーダフォン、日本テレコム、ＩＤＣと、
全て通信に突っ込んだのです。これは、大きなビジョンを持ってやったなと、私は思っています。

同じように、ワタミの渡邉さん、ＨＩＳの澤田さん、パソナの南部さん、皆さん共通しているのは、前回も
触れましたが、恐ろしく大きなビジョンを持っているということです。その上で、彼らはそのビジョンを戦略
にきちんと落とし込んでいます。

ただ、それを「自分の代で完結しよう」と考える人と、「自分の代は途中でも構わない。１００年後にきち
んと達成してもらったらいいんだ」ということで、１つずつ行こうとする人と、経営者によって違いがありま
す。どちらかというと、前者は、たとえは悪いですけれども、信長や秀吉に近い考えと言えるのではないで
しょうか？

私たちフォーバルは、家康を目指したいと思います。

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/

徳川家康というのは、自分が元気なうちに将軍の座を
２代目に渡しました。そして、さらに元気なうちに３代
目将軍に渡したのです。これによって、１が２を、２が
３を、３は永遠を生みということで、そこから２６０年
の長きにわたって政権を取り続けることができました。

フォーバルが、そこまで強いかどうかは分かりません
が、せめて１世紀ぐらいは社会に貢献したいものだと考
えています。そして、フォーバルはそれができる可能性
が十分あると、私は思っています。我々は、そういう強
さを目指したいと思います。

このコラムを読んでいただいている経営者の皆さん、
あなたはどのような考えでビジョンの達成を目指します
か？

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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消費者の日

1978年、日本政府が制定
1968年のこの日に消費者保護基本法が公布・施行された

30 日

(水)

沖縄本土復帰記念日／沖縄復帰記念日

第二次大戦後アメリカの統治下にあった沖縄が
1972年5月15日午前0時をもって日本に返還された

15 日

(火)

1909年/両国国技館が完成
1995年/青島都知事が世界都市博の開催中止を決断
2002年/FIFAワールドカップ 韓国・日本大会が開幕

31 日

(木)

エベレスト登頂記念日

1953年、ニュージーランドのエドモンド・ヒラリーらが、
世界で初めて世界 高峰のエベレストの登頂に成功した

29 日

(火)

温度計の日

水銀温度計を発明した、ドイツの物理学者
ガブリエル・ファーレンハイトの誕生日（1686年）

14 日

(月)

花火の日

1733年、隅田川で水神祭りの川開きが行われ、
慰霊を兼ねた花火が打ち上げられたことを記念

28 日

(月)

愛犬の日

1994年、ジャパンケネルクラブが制定
1949年に同クラブの前身、日本警備犬協会が創立された

13 日

(日)

小松菜の日

2006年、堺市で小松菜を生産するしものファームが制定
「こ(5)まつ(2)な(7)」の語呂合せ

27 日

(日)

アセロラの日

1999年、沖縄県本部町が制定
アセロラの初収穫の時期であることから

12 日

(土)

1896年/チャールズ・ダウが初のダウ平均株価を発表
1916年/夏目漱石最後の作品『明暗』が連載開始
1963年/横綱・大鵬が大相撲史上初の6場所連続優勝

26 日

(土)

1948年/ミュージシャン：泉谷しげるの誕生日
1963年/お笑い芸人：浜田雅功の誕生日
1981年/サッカー選手：松井大輔の誕生日

11 日

(金)

タップダンスの日

1989年制定、「タップの神様」と呼ばれた
ビル・ボージャングル・ロビンソンの誕生日

25 日

(金)

地質の日

地質関係の組織・学会が2007年に制定
1876年に日本初の広域的な地質図が作成された

10 日

(木)

ゴルフ場記念日

1903年、日本初のゴルフ場
「神戸ゴルフ倶楽部」がオープンした

24 日

(木)

ゴクゴクの日

おいしい飲み物をゴクゴク (5959) 飲む日
また、水環境についても考えようという日

9 日

(水)

恋文の日／ラブレターの日

5月23日の「523」が「こいぶみ」と読めることと、
映画『ラブ・レター』の公開初日であったことから

23 日

(水)

世界赤十字デー

1948年、第20回赤十字社連盟理事会で決定
赤十字社の創設者、アンリ・デュナンの誕生日に由来

8 日

(火)

サイクリングの日

2009年、 日本サイクリング協会が制定
1964年、同協会が文部大臣から設立認可を受けた

22 日

(火)

世界エイズ孤児デー

2002年に国連子ども特別総会で国際的に制定
現在世界には、東京都民より多くのエイズ孤児が存在する

7 日

(月)

リンドバーグ翼の日

1927年、ニューヨークを出発したチャールズ・リンドバー
グが大西洋単独無着陸横断飛行を達成してパリに到着した

21 日

(月)

コロコロの日

粘着カーペットクリーナー「コロコロ」の商標出願
（1985年）から25周年を記念してニトムズが制定

6 日

(日)

東京港開港記念日

1941年、東京港の芝浦・竹芝両埠頭が完成し、
外国貿易港として開港指定を受けた

20 日

(日)

フットサルの日

エフネットスポーツが制定
フットサルが5人対5人で行うスポーツであることから

5 日

(土)

1890年/ベトナムの政治家：ホー・チ・ミンの誕生日
1925年/黒人運動指導者：マルコムXの誕生日
1925年/カンボジアの政治家：ポル・ポトの誕生日

19 日

(土)

みどりの日

“自然にしたしむとともにその恩恵に感謝し、
豊かな心をはぐくむ”国民の祝日

4 日

(金)

1947年/俳優・歌手：寺尾聰の誕生日
1950年/元プロ野球選手・監督：東尾修の誕生日
1969年/シンガーソングライター：槇原敬之の誕生日

18 日

(金)

憲法記念日

“日本国憲法の施行を記念し、
国の成長を期する”国民の祝日

3 日

(木)

世界電気通信および情報社会の日

2006年、2つの国際デーをあわせて「世界電気通信および
情報社会の日」とすることが 、ITU全権大使会議で決議

17 日

(木)

歯科医師記念日

日本歯科医師会が1957年に制定
1906年、歯科医師法が施行されたことを記念

2 日

(水)

旅の日

松尾芭蕉が「奥の細道」に旅立った日
1988年に日本旅のペンクラブが提唱

16 日

(水)

緑茶の日

日本茶業中央会が制定、八十八夜にちなむ
平年は5月2日、閏年は5月1日に実施している

1 日
(火)

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5月 ◆
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株式会社ＷＡＧＯＮ

プリントTシャツの印刷・加工・ノベルティ

グッズ等の企画・製造を中心に、「何でも
できる企業」を目標として、「お客様が本
当に求めているものをカタチにする」を常
に考え、アイデアにあふれた提案をいた
します！

TEL 03-5426-3220 までお気軽にどうぞ！

http://www.t-wagon.jp/

代表取締役 中山 克己
イラストレーター 油井 克敏

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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フォーバル
担 当

ワゴンTシャツ

１．「私は、買い物に行きます。」 ＝ I go to shopping. ← ？？？

実は、shopは、「店」という意味の他にも「買い物をする」という動詞の意味もあります。
動詞にingをつけると、go の後に、「to」は要りません。

なので、正しくは、I go shopping.

他にも、I go skiing.(スキーに行く)/ I go swimming.（泳ぎに行く）/I go jogging.（ジョギングに行く）など。

２．「私は、９時に会社に行きます。」 ＝ I go to my company at 9. ← ？？？

companyは、組織としての会社を表すものの、会社の「場所」としての意味はありません。
この日本文で言いたいことは、会社の「建物」としての場所へ行く、ということですよね。

その場合、I go to work at 9. となります。

３．「おいしいです。」 ＝ Good taste. ←？？？

tasteは、「味がする」という意味。ということは、Good tasteを、訳すと「良いは、味がする。」
という意味になってしまいます。

It tastes good. (それは、よい味がする＝ おいしいです)が正解。

Itを省略して、tastes good. と言ったり、それも省いて、good だけを言うこともよくあります。
ちなみに、deliciousより、「good」を使うことが多いです。

同じように、「いいにおいがする。」は、Good smellじゃなくて、(It) smells good.

REDWOOD
英会話スクール
Coreea出張所

こんにちは。
表参道にあるREDWOOD英会話スクールの吉野です。

今回は、私たち日本人が英語を習い始めの時に、よく
やってしまう英語の間違いトップ３を挙げてみたいと
思います。 初の日本文を見て、みなさんも英文に直
してみてくださいね。

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

→TEL 03-3402-5815

http://www.redwoodstudio.com/




