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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！！

ＣＡＳＥ１９１

大切な永久歯を抜かずに行う子供の矯正治療

◆ 歯の矯正はなぜ必要なのでしょう?
1）虫歯になりやすい
2）発音が正しくできない
3）そしゃく障害が起こりやすい
4）あごの病気、顎関節症を起こしやすい
5）あごの成長に異常をきたす
6）劣等感を抱きやすい

小児矯正小児矯正

東京都江東区南砂2-1-8 フッコウビル401
TEL 03-3699-6828

http://www.ochidental.com おち歯科医院

おち歯科医院様は、保険治療を基本として、患者様ひとり一人のお口の中の状態や
最適な治療方法についての充分な説明を心掛けて、お互いが納得して治療を進める
システムを採用されています。

歯や口の病気は、予防と定期的な検診による管理によって防ぐことができます。
｢ご一緒にあなたの健康を守っていきたい｣。それがおち歯科医院様のポリシーです。

医院のご紹介医院のご紹介

●院長：越智 秀（おち しゅう）
・鶴見大学歯学部卒業
・鶴見大学付属病院第2保存学教室勤務
・International Dental Academy

UCLAコース卒業

●診療時間
AM 9：00～13：00
PM 14：30～18：30

●休診日
土・日・祝祭日

●予約制
※予約は24時間受付可能

バネのない入れ歯『スマイルデンチャー』

◆ スマイルデンチャーのメリットは?
1）薄く軽い
2）食べカスが歯に詰まりにくい
3）残存歯に負担のかからない
4）見た目が自然で美しい
5）入れ歯の裏側がやわらかい

小児矯正小児矯正

金属のバネがないので、「大きな口で笑えるように

なった」と患者様には大好評です。

金属バネの有無もこのように一目瞭然

MAP
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株式会社ネットマーケティング

代表者 宮本 邦久
東京都渋谷区恵比寿1-20-18 三富ビル新館10F
TEL 03-6408-6896（代表）
http://www.net-marketing.co.jp/

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ１９２

ネットマーケティング様は、現在「アフィリエイト広告代理店事業」と「メディア事
業」の２つの領域でサービスを展開するインターネットマーケティング企業です。

「アフィリエイト広告」は、費用対効果を測定することができる成果報酬型のイン
ターネット広告で、広告主の販促プロモーションがニーズに合致した効果的なものとな
るよう、戦略立案と運用代行を提供しております。専業ならではのノウハウと独自ソ
リューションで、プロモーション設計・ネットワーク設計・運用効率化・安全運用と
いった観点から包括的にサポートすることができます。

メディア事業は、Facebook、スマートフォン分野を中心に、「Omiai」「イイ値！」
「Facebookなび」「App to you」という４つのサービスを展開されています。

アプリで収益化できているのは全体の10%未満

スマートフォンアプリは、リリースしただけでは集客で
きません。多くの企業が収益化に苦戦しているのが現状
です。そこでDAppsは、アップルストアのランキング
などを細かく分析してサポート。マーケティング担当者
のマーケティングデータ収集の効率化、ユーザー動向の
把握、適正な広告出稿を支援します。

スマホアプリの収益化を支援スマホアプリの収益化を支援 複数の純広告・アフィリエイト等を一元管理複数の純広告・アフィリエイト等を一元管理

ネットマーケティング

今回は、ネットマーケティング様の数あるサービスの中から、「DApps(ダップス)」
を紹介させていただきます。急拡大しているスマートフォンアプリ市場において、ア
プリ提供者がスマートフォン利用者へ、より簡易かつ効果的にアプリ情報の発信が行
えるよう、CPI(Cost Per Install)型広告(アプリケーションのインストール単位で成
果が発生する広告手法)プロモーションを支援する広告効果測定システムです。

全て1つの画面で管理

アドネットワーク、アフィリエイト、純広告、リスティ
ング、自社広告など、マーケティング施策の成果を全て
1つの画面で管理できます。

これにより、追加アップデイト、担当者の投資対効果分
析の時間等費用・リソースの大幅縮小が可能になります。
※海外ネットワークの計測も可能。

コーレア読者限定！
1カ月無料

お試しキャンペーン

コーレア読者限定！
1カ月無料

お試しキャンペーン

「コーレアをみました」と言っていただい
た読者限定で、Dappsを1カ月無料で
お試しいただけます。

興味のある方は、ぜひご連絡ください。

TEL 03-6408-4105
（担当：工藤様 宛）

※独自CPIメニュー
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代表者 佐々木 龍二
神奈川県横浜市鶴見区上末吉5-21-3
TEL 045-574-3550

http://www.sasaki-seal.co.jp/お客様自慢！！

ＣＡＳＥ１９３
佐々木シール

役立つシール！作っています！役立つシール！作っています！
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佐々木シール製作所様は創業以来、“誠実と品質”をモットーとしてシール・ラベル等の製造

業務に取り組んでいらっしゃいます。同社の工場は世界の安全規格を代表する「UL・CSA規格」
の認定工場です。さらに、信頼の証である「ISO 9001」の認証を取得されています。

佐々木シール様はテレビ・雑
誌などでも紹介されています。

アルミ・ステンレス銘板 カッティングシート キャラクターシール キャンペーンシート

スクリーン印刷 テープシール パネルシート 温度を下げるシール

佐々木シール製作所様では、ありとあらゆるオリジナルシールを製作されています。
「こんなシールはできるかな？」と思ったら、まずはご相談ください！

営業部長の佐々木様より一言

「誠心誠意！対応させて頂きます。のりが付いていれば、どんなものでも作ります。」
私のこと 生年月日：昭和54年2月13日 血液型：O型 趣味：登山、ゴルフ 好きな言葉：不撓不屈



東京都台東区蔵前3-20-13 1F・B1F
TEL 03-5809-2490
都営大江戸線「蔵前」駅より徒歩1分
都営浅草線「蔵前」駅より徒歩2分

平日営業時間 17：30～24：00
土曜日営業時間 17：30～21：00
毎週日曜・祝日定休日

http://www.kuwachan.co.jp

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ１９４

くわちゃん

くわちゃん様は、国産食材にこだわりぬいた広島お好み焼きと鉄板料理のお店
です。お好み焼きに欠かせないネギ、もやし、天カスなどの食材は広島から直送
されています。さらに焼いているのも広島出身の職人さんという徹底ぶり。

よくある「広島風お好み焼き」ではなく、広島の食材を使って、広島人が焼く、
ホンモノの「広島お好み焼き」を提供されているのです。

有地店長から一言有地店長から一言

こだわりこだわり
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当店では、広島の食材を
使っており、美味しい野菜
がたくさん食べられます。

本場広島の職人が作って
ます！野菜が多く、たくさ
ん食べても太らないので、
女性にもオススメです。

●食材
・100%国産食材
・国産あべ鳥
・和豚もちぶた
・国産黒毛和牛
・未出産メス牛
・コラーゲンたっぷりホルモン
・新潟県産こしひかり
・精米したてご飯
・広島県産食材入り

広島菜
もやし炒め
もち豚
ホルモン
角煮
カキ（11月中旬～3月）

●フロア
・ガラス窓で開放感あふれる

１階フロアでは鉄板を目の前
に本場の味を楽しめます。

・地下フロアでは、6名～30名
様まで大小宴会が可能です。
（ダーツ完備）



商品紹介商品紹介

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ１９５

大半の方は、近隣の方から苦情を受けてか
ら防音対策をされます。しかし、一度トラブ
ルが起こると、音を出す側・隣人共に精神的
なストレスを受けます。

埼玉県朝霞市栄町5-6-7
TEL 048-468-0033
http://www.piano-bouon.jp/

東京防音 ピアノ

きっとみつかる、あなたにあった防音対策

簡易防音装置から本格的な施工まで

YouTubeにて動画が公開されています。

まずは、スーパーミラクルソフトの防音効果を確認してみてください。

スーパーミラクルソフト
（グランドピアノに 適な簡易防音装置です）

グランドピアノの下面（響鳴板）からの音を抑制し、床面からの反射音を軽減す
るグランドピアノ専用の防音装置です。

●完全オーダーメイドで、お客様のピアノに合わせて作成いたします。
●ネジ・ビスを一切使わずに取り付けますので、大切なピアノを傷つけること

なく取り付けることができます。
●本体に高密度グラスウールを使用し、遮音材として優れる軟質遮音シート

（オレフィン系）を取り付け遮音値を上げています。
●またグランドピアノ本来の音色やタッチがほとんど変わらずに整った音場を

実現し、遮音効果によって長時間のレッスンも疲れにくくなります。

すでにサイレント機能が付いたグランドピアノを所有し、タッチや電子ピアノの
音色への違和感をお持ちの方にもオススメの防音装置です。

今だけ、出張取り付けを無料で行います（関東地区）。

対策を取った後でも、トラブルが発生した
ことは後々の付き合いにも影響を及ぼすことがあります（常に気を遣いながら生活をする、顔を
合わせた時に気まずい思いをする、音の問題をきっかけに他のこともクレーム対象となる等）。

趣味・生活の安定した環境作りは、トラブル自
体を発生させないことが大切です。人により「音
楽」「生活音」を「騒音」だと感じることもあり
ます。設備の整った建物であっても、トラブルの
芽を摘むには、最初の防音対策が重要です。ぜひ
防音一筋30年の東京防音様にご相談ください。

スーパーミラクルソフト
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株式会社アルコバレーノ

代表者 真木 マリ
東京都渋谷区渋谷3-11-7 第2ミネギシビル3F
TEL 03-3498-6577 http://www.arcobaleno.co.jp/お客様自慢！！

ＣＡＳＥ１９６

アルコバレーノ リバース工法

笑顔あふれる家づくり。
アルコバレーノ様のリバース工法

は室内空気環境を良質に保ち、心身
ともに健康で暮らせる住宅をご提供。

リバース工法は、バイオ技術で開発した抗酸化力の高い酵素培養液
「リバース溶液」を建築に活用しています。リバース工法で施工
すると、シックハウス対策施工として建材から発散される有害物質
を分解・低減します。また生活臭（生ゴミ・ペットの臭いなど）
も軽減し、さわやかな空気を保ちます。

リバース工法の基本施工は、室内の床、壁、天井の下地材にリバース
溶液を含んだ材料を塗布することで、お部屋の空気環境を整えます。

私たちが毎日体内に取り入れている物質量を100とすると、そのうち
室内空気は57％も占めると言われています。リバース工法で大切な
オフィスやお部屋の空気環境をかえませんか？

リバース工法についてリバース工法について

リバース溶液の働きによって、シックハウス
対策、消臭、酸化抑制、静電気抑制、省エネな
どの優れた効果を発揮し、お部屋の空気環境を
理想的に整えてくれます。

リバース溶液を塗布して施工したお部屋と、
一般的な建材で施工したお部屋の空気中のホル
ムアルデヒド、アセトアルデヒド等の揮発性有
機化合物を比較すると違いは歴然です。

健康な生活は日々のケアから。
天然材料にこだわったスキンケア
商品から、キッチンやハウスキー
ピングまで、日々の生活で安心し
て使える様々な商品を紹介します。

リバース工法を駆使した快適空間。
身体を温め抗酸化力の高い空気を
吸うことにより、体中の細胞が喜
び驚くほどリラックスできる快適
空間です。

体の芯からリラックスできる
ソファの張替え。お気に入りの
ソファを抗酸化処理することで、
より快適な座り心地を体感でき
ます。

リバース溶液とは？

安全な材料だけで造られた酵素培養液
で必須ミネラルを多く含んでいます。
専門の研究機関で、安全性と酸化を抑
制することが立証されています。
リバース溶液の働きは、石けん・プラ
スチック・繊維などさまざまな素材に
活用でき、効果を発揮します。

商品・サービス紹介商品・サービス紹介 下記の商品＆サービス一覧と詳細は、ホームページでご確認ください！
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お客様自慢！！

ＣＡＳＥ１９７

ドゥースガードと呼ばれるポリカーボネート加工された
ナイロン生地に、オリジナルデザインのカモフラージュ
柄のレーザー加工を施しました。レーザー照射の強弱に
よって陰影を出し、光の加減でカモフラージュが浮かび
上がって見えるさり気なさがポイント。

持ち手などに使われているのはフランス原皮・イタリア
GB LEATHERS社のオイルアップレザーです。4mmも
の肉厚でありながらしなやかな銀面が特徴。

内装は視認性の良いライトグレーのキルティングで荷物
を優しく包み込みます。MAC BOOK（iPadもOK）が
ぴったり収まるポケットを備え、USBメモリー用小型ポ
ケット×2、ハンディフォン用ポケット、小物ポケット×
４、ペンホルダー×２、ファスナー小物ポケット×1、
と細かい荷物をしっかり整理できます。しかもファス
ナーポケットと小物用ポケット×２を備えた着脱式の
中仕切りが付いているので、ONとOFF、入れる荷物に
よって使い分けられる、という細やかな配慮が行き届い
ています。

Ｄ．Ｃ． スタイリッシュメンズバッグＤ．Ｃ． スタイリッシュメンズバッグ

http://tense.co.jp/ tense オリジナルバッグ

“テンス”は、渋谷を拠点に長年バッグ・雑貨のデザインを手がけてきた奥野徹也事務所様
が手がけるORIGINAL SHOP”T-BOARD”がプロデュースするオリジナルブランドです。

キーワードは“EASY&RELAX”
使いやすい・カッコイイ・軽い・手触りがイイ・・・

今まで長年携わったバッグ・雑貨のデザイン、制作のノウハウをよりシンプルに再解釈し、
単純に五感で感じ分かりやすくて長年愛用される“STANDARD”を創り続けたいと考えています。

奥野 徹也 代表のご紹介奥野 徹也 代表のご紹介

有限会社 奥野徹也事務所

東京都渋谷区神南1-13-4 井戸ビル
TEL 03-5790-2288

TOTE-M ＃tsbn-0100

【size】420×300×120mm

【price】¥37,800（税込）

TOTE-L ＃tsbn-0101

【size】400×300×170mm

【price】¥39,900（税込）

BOSTON BAG ＃tsbn-0102

【size】420×250×200mm

【price】¥39,900（税込）

1962年7月大阪生まれ

長年渋谷を拠点にして、
バッグ・雑貨のデザインを
手がけられているデザイナー。

高校卒業後大阪を飛び出し
上京、フリーターを経て
大手靴メーカーで革素材を
含む様々な素材の靴・バッグ・雑貨・ウェアに触れ、販
売⇒営業⇒生産仕入⇒企画と経験し、いつの間にかバッ
グデザイナーに。25歳の時に某メンズバッグブランドの
立ち上げに参加。1995年に㈲奥野徹也事務所を設立。

デザインはもとより自然と仕事の幅が拡がり、現在は多
くのアパレルメーカーのOEM、通販・量販関係の商品開
発、グラフィック関係などを手がけられています。
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たとえばご自宅で、寝そべってiPadを利用している時に、画面の向きが
クルクルと回ってしまい面倒と感じたことはありませんか？

そんな時に画面のロック機能が便利です！

出てくるマルチタスク画面を
右に移動させる

ここをタップする事で画面の向きをロック。
解除する場合はもう1度ここを押すだけ！

10

皆さん！ゴールデンウィークも過ぎて五月病にはかかりませんでしたか？今年は五月中旬頃から汗ばむ
日も多くなり、外回りのお仕事をされている方には辛い時期になりましたね！

さて、今月も前回に引き続き便利な使い方！〜基礎編2〜という内容で、

iPad初心者の方でも仕事に役立てていただける使い方を紹介させていただきます。

前回は画面のキャプチャ方法としてスクリーンショット機能と、地図機能の
活用方法に関して紹介しましたが、試してみていただけましたか？

前回に引き続き、まだまだ知らない人の多いiPadの標準機能をご紹介させていただきます！

こちらも意外と知られていない機能の１つです。

インターネットで何かを検索していたり、作業している途中にさっき閉じた画面を再度確認したい場合などに
かなり便利な機能なんです！

そう！iPadで最近閉じたタブを簡単に復元する方法！

２回に分けて、標準で搭載している機能を紹介してきましたが、お役に立てましたでしょうか？

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った！という方がいれば幸いです！

来月号は、仕事で活用できるアプリ特集をお送りします！お楽しみにー

※iPadは、Apple Inc.の商標です。

ホームボタンを
2回連続で押します

（PCのダブルクリック

のように）

やり方はいたって簡単！

safariのブラウザー画面で新規タブの『＋』
マークを長押しするだけ！

【最近閉じたタブ】のリストが表示されるんです！

この機能を活用することで、いちいち検索し直すこと
をせずに自分の活用したい情報にアクセスすること
ができるようになりますね！！！

これで自分の見たい画面の向きでロックをすることができ、場所に応じた使い分けができるようになりますね！
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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　福永　聡

特許という制度について
弁護士シリーズ  第 33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

ふくなが　さとし

福永　聡弁護士

弁護士の仕事はサービス
業であるとの認識を持っ
ていたいと考えていま
す。どうすればクライア
ントの皆様が満足できる
ようなサービスを提供で
きるかを常に考えなが
ら、クライアントの皆様
と接して行きたいと思い
ます。

　特許と聞くと、発明をして特許を得ることができれば儲けることができると考えておられる方がいるのではないでしょうか。たと
えば、普通の主婦が生活の知恵から工夫してできたものから特許を得て一攫千金を得たといった話を聞いたりしたことはないで
しょうか。しかし、そもそもそんなにうまくいくのでしょうか。少し検討してみましょう。
　特許権という権利は、特許権者が特許を受けた発明について独占的、排他的に使用することができるというものです。つまり特許
を受けた発明について特許権者だけが特許を受けた発明について実施できるし、正当な権利を有していない第三者が特許を受けた
発明を実施している場合は、その実施の中止を求めることができます。
　とするとこのような特許権を得たからといって、即一攫千金を得るということにはならないんですね。残念です。

特許で儲ける！？

　このように特許を得たからといって、即一攫千金を得ることはできないものの、企業にとってある発明を独占的、排他的に実施で
きるというのはとても魅力的だと思います。しかし、そもそもなぜ国は特許という制度を作ったのでしょうか。
　まず、日本に特許法がなかったらどのようなことになるかを考えてみましょう。ある発明家が技術的にも経済的にも素晴らしい発
明をしたとします。すると、ある発明家はこの発明を利用した商品を大々的に販売して商売をするかもしれません。しかし、同業他社
も黙っていません。この発明を利用した商品を真似して販売するでしょう。
　では、このようになった場合、商品の価格はどうなるのでしょうか。同業他社は真似しただけで研究開発に費用がかかっていない
分、安価な販売価格を設定できます。しかし、発明家は研究開発に費用がかかっているので相対的に販売価格を安価に設定すること
はできません。そのため、価格競争では発明家は負けてしまうことになります。このような結論を容認してしまうと誰も研究開発費
用を投じて技術を発展させようという気持ちが生じなくなってしまいます。
　もう一つ問題があります。模倣品による価格競争になることを見越した発明家は、発明を利用した商品を販売する前提として、で
きるだけ発明の内容を隠そうとするでしょう。つまり、できるだけ内容を秘匿することで、発明を利用した商品を模倣されないよう
に工夫するでしょう。
　ただ、このような結論もまた望ましくありません。なぜなら、発明家が発明の内容をずっと秘匿してしまうと、同じような発明をす
るために別の人が同じような研究を重複的に行い、時間も人もお金も既に創作された発明のために重複的に投資されることになり
ます。これでは、有限な資源の無駄使いとなってしまい、技術の発展は鈍ってしまいます。
　このように特許法がない世界を想像してみると、誰も研究開発費用を投じて発明をしなくなったり、発明をした人はその発明の内
容を隠そうとして結果として技術の進歩が阻害されてしまう可能性が生じてしまうのです。
　以上のような弊害を防止するため、国は特許法を制定し、一定の限度で発明家を保護することにしました。

特許法が作られた理由とは

保護の方法

まとめ

　以上のように特許法がない世界を想像するとき弊害が生じることになるので国は発明家を保護することにしました。しかし、保
護をするとしてもどのように保護をすべきかを次の段階として考えなければなりません。
　発明家を保護する理由の一つとして、発明家は研究開発費用を投じているところ、発明家を適切に保護しないと、価格競争に負
けてしまうので、発明家の技術発展のモチベーションが下がり技術発展しなくなる恐れがあるというものがありました。
　とすると、発明家を具体的にどのように保護するのかという点も、このような弊害を防止する観点から定められるはずです。そ
こで、上記のような弊害を防止するためにはどうしたらいいのかという観点から検討していきましょう。
　このような弊害を防止するためには、発明家に現在の特許法の内容と同じように特許をうけた発明を権利者だけが独占的・排他
的に実施することを認めるという方法が考えられます。ただ、上記のような弊害を防止するためには、現
在の日本の特許法のような方法しかないでしょうか。
　そんなことはありませんよね。たとえばこのような方法はどうでしょうか。素晴らしい発明をした発明
者には国が報奨金として一定のお金を付与するという方法です。これなら、発明者の技術発展のモチベー
ションの低下という弊害が防げそうですよね。実際に、私有財産を認めない制度の国々ではこのような方
法がとられていたことがありました。
　しかし、報奨金はどのように決めるのでしょうか。発明の中には経済的価値が高いものもあれば低いも
のもあります。発明と一言でいってもその価値には大きな差があり、それを報奨金という形で評価するこ
とは難しそうです。
　むしろ、自由主義経済を基本とする日本のような国では、発明者に独占的な実施を認め、発明の価値は
市場経済の判断に任せた方が適切なような気がします。そのような理由もあってか日本をはじめ多くの国々
では、発明者に独占排他的な実施を認めるという保護の方法を選択しています。

　以上のような理由から、国は特許法という制度をつくりました。企業としては、このような制度がある
なら発明をして、独占的、排他的に実施できる特許権が欲しいと考えるかもしれません。
　しかし、忘れてはいけないのは、特許権を取得したことから直接的にお金を手にすることができるわけ
ではないという点です。あくまで、市場で売れるような商品またはサービスに関連した発明でなければ特
許権を取得しても企業にとって利益があるとはいえないことになるでしょう。また、発明をしたからといっ
てなんでもかんでも出願をすると、周辺部分について同業他社にばれてしまい企業の利益を損ねてしまう
可能性もあります。したがって、出願するにあたっては、当該発明が特許による保護まで必要なものかを
よく検討し、周辺部分に同業他社にばれたくないような企業秘密がないかを考える必要があります。はじ
めて特許出願する際には今回の記事を参考にしていただければと思います。



①東京都目黒区／カットソー生地企画・生産・販売

アパレル関係者様（OEM・
縫製業者）様 御中

カットソー生地に関しまして小ロットから対応可能で
す。1反から編み立て、染色いたします。

ベーシック素材からトレンド素材、変り種まで各種
スワッチをご用意しておりますのでお気軽にお声が
けください。

フォーバル担当：松川 智大

②東京都多摩市／弁護士

会社設立についての無料相談
お受けいたします！！

都内限定になりますが、弁護士が会社設立の無料相談
にて、ご訪問いたします。

会社設立に関しまして事業計画、コンプライアンスなど
お気軽にご相談ください。

フォーバル担当：楢原 一基

③東京都千代田区／グッズの企画・製造販売

ショッピングサイトだけの
運営代行業者さんを
紹介してください！！

楽天ショッピングを立ち上げて1年になりますが、

運営がうまくできておりません。人材を雇う余裕は
ないので、運営を代行していただける業者を探し
ております。

ノウハウのある業者さんをお願いいたします。

フォーバル担当：川上 裕司

④東京都港区／健康食品卸・販売

販売業者さま募集！！

イカの軟骨を使用したコンドロイチンを薬局などに
卸しております。販売にご興味のある業者さま募集
しております。

フォーバル担当：志村 公弥

⑥東京都大田区／非鉄金属アルミ問屋

アルミハニカムパネル加工
業者さんを探しています！

アルミハニカムパネルの加工業者さんを探してい
ます。切断、穴あけなど。

アルミのハニカムパネルの既存の加工業者さんが
よくないので、他の加工業者さんを探しています。
都内、神奈川希望です。

ハニカムパネルの在庫はありますので材料の提供
は可能です。

フォーバル 担当：竹之内 賢輔

⑤東京都北区／不動産管理

マンション空室を埋めたい！

田端駅周辺に2DKが中心のマンションを所有して管理

を行っています。最近空室が目立ち､家賃収入が減少し
経営が苦しい状況です。立地には自信があり、現在エ
イブルを中心に不動産屋に登録していますが、最も勝
負時の3月・4月でも埋まりませんでした。どこの不動産

屋も苦しい状況だと聞いていますが、空室を埋める方
法はありますか？

フォーバル担当：梅村 知久
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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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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⑦東京都千代田区／ソフトウェア開発

安心と信頼感のあるホーム
ページの作成/リニューアル/
運用代行を行います！！

中小企業様や個人事業主様を中心に、お客さまと
誠心誠意向き合って構成から考えることで、お客さま
お一人お一人、一社一社の強みをわかりやすくホー
ムページに展開し、売上げを上げるホームページを
目指しております。

特に、小規模なホームページ制作や、スマートフォン
対応のホームページ制作を得意とし、コストを抑えた
制作料金設定により、費用対効果を第一に考えたサ
イト制作をモットーとしております。

ホームページの作成・運用をお考えの方は、是非一
度ご連絡ください。

フォーバル担当：川上 裕司

⑧東京都千代田区／証券取引

中国のレアアースを香港経由
で入手できます！！

現在中国との取引では政治的リスクがあるので香港経
由でリスクなしに入手可能です。

レアアースとは、希土類元素とも呼ばれ、スカンジウム、
イットリウムと、ランタンからルテチウムまでの17元素

の総称です。ほんのわずか添加するだけで、材料の特
性を変えることができたりする、まさに先端材料の栄養
剤のようなものです。お気軽にお声がけください。

フォーバル担当：花井 恵美

⑨東京都渋谷区／ファッションアイテム企画・製造販売

高価買取いたします！

ヤングレディスファッションアパレル・ファッション雑貨・
靴などブランドOEM生産の返品された物、生産確認サ

ンプルや処分在庫などを売りたい方を探しています。激
安特価仕入先を探しています。小売事業でこっそり売り
ます。少量でも可能です。ご相談にも乗ります。

フォーバル 担当：武内 寛之

⑪東京都港区／100％果汁ジュース卸売・販売

食品の品質管理をコンサル
付でアウトソーシングしてくれ
る会社を探しています！！

現在、品質管理をしている担当者が70代と高齢のた

め、引退が間近となっています。高度なスキルが必
要なため、後任を見つけるのは現状難しく、アウト
ソーシングを検討しています。アウトソーシングを
コンサルティング付でしてくれる会社を探しています
ので、紹介をお願いします。

フォーバル 担当：福永 公生

⑫東京都千代田区／鉄道関連の出版

パソコンの廃棄方法
アドバイスください！！

廃棄したい古いパソコンが数台あるが、廃棄
の際に機器を破壊するようなことで処理をし
てくれる業者はないか？との相談です。
現状、パソコンに残っているデータ が情報漏

えいしないようにしたいとのこと。
一般的な現状の処理方法を案内しましたが、
写真などでしっかりとした報告をしてくれるよ
うな業社さんを希望されています。

ご紹介よろしくお願いいたします。

フォーバル担当：川上 裕司

⑩東京都千代田区／労働保険組合

事業経営者様の不安を払拭

労働保険とは、労働者を1人でも雇っている事業主

は、法律で必ず加入手続きを行うことになり、労働保
険料を納付しなければなりません。

私たち労働組合事務協会は事業主が行うべき労働
保険業務を事業主に代わって処理することを厚生労
働大臣から認可された中小事業主の団体です。
都内の事務組合数は772組合で、約8万もの事業所

が利用しています。ぜひ、活用してみませんか？

フォーバル担当：林 さやか

⑬東京千代田区／外国人向けサービス

ＨＰデザイン会社探しています！

ホームページの運用やサーバー等は自分たちで運用いたし
ますのでデザインだけをやってくれる会社を探しております。
ご紹介よろしくお願いいたします。

フォーバル 担当：橋本 雅代



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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会社経営者の皆様へ からのご提案です！

貴重情報の漏洩は、取引先・お客様の信頼を失い、大損害をもたらします。

ISO27001とは、「だれ」が「どのような情報」を「どのように管理すべ
きか」を規定している国際標準規格です。

類似した国内規格のプライバシーマーク認定制度は、個人情報保護法に対
応して規定されたものですが、個人情報のみが管理対象です。会社(店舗)に
は個人情報以外に守るべき貴重な情報がたくさんあるはずです。

当社では会社(店舗)規模に応じたご提案のうえ、 ISO27001認定取得まで
ご支援させていただきます。

1. 会社の情報セキュリティ管理体制が整備されると共に、社員の意
識向上・スキル向上、責任の明確化、緊急事態の対処能力の向上
など、社内組織の体質を強化します。

2. 機密情報の漏洩など、情報セキュリティ事故の発生を未然に防ぐ
と共に、万が一発生したときの損害を減らすことができ、企業価
値を向上させることができます。

3. 近年、公開入札の入札条件として、また、電子商取引の参加条件
として、この認証を取得していることを指定するケースが増えて
おり、対外的にも情報セキュリティの信頼性が向上し、ビジネス
チャンスの拡大に寄与します。

皆さんの会社(店舗)から貴重な情報が
漏れていませんか？

少しでも興味をお持ちになられましたら、

フォーバル担当までお問い合わせください。
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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6回）

ご購入はこちら

前回までは、「経営ビジョン」をテーマにお話ししてきましたが、今回から新たなテーマとして、「ナン
バー２」について考えていきたいと思います。第１回で「会社は存続させることが最重要」と述べましたが、
そのためにはナンバー２をつくらない限り、会社は存続できないからです。実際に成功している会社をみると、
会社内にナンバー２がいるという点が、大きなポイントになっています。

しかし、規模の小さい企業では、「ナンバー２がいない」というケースが多いと思います。皆さんの周りで
も、「社長、後継者いますか？ 」と聞いたとき、「いる」とスパッと答えられる経営者より、「いや～」と
考え込む経営者の方が多いのではありませんか？理由は簡単です。トップが、何でもかんでも自分で首を突っ
込んでいるからです。だから人が育たないのです。人は任せるからこそ育つのではありませんか？私も、ある
時から「首を突っ込むことはやめよう」と決めました。ずっと社内会議に参加していると、どうしても口を出
したくなってしまいますので、出席する会議はかなり絞りました。これは、創業者でありオーナーである私に
とって、たいへん苦しいことです。しかし、任せたのですから、そうしなければ上手くいきません。その代わ
り、報告書を提出してもらうことは、きちんと義務付けています。そして、必要があればアドバイスはしっか
りやります。

ところで、一口に「ナンバー２」といっても、ナンバー２には２つのタイプがあります。１つは自分の不得
手な部分を任せる補完型のナンバー２、もう１つは次を担う後継者となるナンバー２です。会社を存続させて
いく上で必要なのは、もちろん次を担うナンバー２ですが、ナンバー２がいない会社は、まずは補完型でも構
いませんので、自分のダメなところを補うナンバー２をつくってください。そして将来的には、本当のナン
バー２、次を担うナンバー２づくりに取り組んでいきましょう。

ナンバー２をつくる場合は、明確に役割分担をしなさいということを言っておきたいと思います。これは、
ナンバー１とナンバー２が、同じことをやると、けんかになるからです。月並みな経営者の場合、自分の好き
なタイプ、似ているタイプを選んでしまいますが、これは１番ダメ。「１番はバントで出よう、３番は打と
う」「オフェンス、ディフェンス」というように、経営にも役割があるのです。

ちなみにフォーバルの場合、私とナンバー２の中島は、全く逆のタイプです。彼はＯ型だから、どちらかと
いうと机の周りもとっ散らかすタイプですが、私はきちんとするタイプです。また、中島は豪放磊落なタイプ
ですが、私はどちらかというときめ細やかなタイプ。全く違います。だけど、性格や表面上と違い、彼は数字
の中身については、私以上に細かく見るタイプでもあります。そういう意味で、当社の場合、補完がしっかり

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/

とできているのです。ナンバー１とナンバー２の性
格が全く違う、これで逆にいいのです。これが同じ
場合、お互いが全て気になってしまいますから。
「性格が違うと合う」と言いますよね？

役割分担としては、私は会長として外に向け、明
日のフォーバルのファンをつくり、そして将来の道
標となるものをつくっています。一方、今日の
フォーバル並びにフォーバルグループのオペレー
ションについては、中島社長に全面的に任せていま
す。このように、ナンバー２をつくる場合、まず自
分の役割と相手の役割を明確に決めること、そして
違ったタイプを見つけること、これがポイントです。

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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17

1894年/ロンドンのタワーブリッジ完成

1936年/小説『風と共に去りぬ』が発刊

1948年/AT&Tベル研究所がトランジスタの発明を発表

30 日

(土)

千葉県民の日

1984年、千葉県が制定
1873年、印旛県と木更津県が合併して
千葉県が誕生したことを記念

15 日

(金)

1880年/タヒチ島がフランスの領土となる

1966年/ビートルズが初来日

2007年/初代iPhoneがアメリカで販売開始

29 日

(金)

五輪旗制定記念日

1914年のこの日、オリンピック大会旗が
制定されたことを記念

14 日

(木)

パフェの日

1950年巨人の藤本英雄投手が、
プロ野球初の完全試合を達成したことにちなむ

28 日

(木)

FMの日

“F”“ M”がそれぞれアルファベットの
6番目と13番目であることから

13 日

(水)

日照権の日

1972年、違法建築の隣家によって日照を奪われた問題で、
高裁が「日照権と通風権が法的に保護するのに値する」

という初めての判決をしたことを記念

27 日

(水)

日記の日

1942年、ポーランド系ユダヤ人のアンネ・フランクに
よって「アンネの日記」が書き始められたことにちなんで

12 日

(火)

露天風呂の日

岡山県の湯原温泉が制定
「ろ(6)てん(・)ぶ(2)ろ(6)」の語呂合わせ

26 日

(火)

雨漏り点検の日

1997年、全国雨漏り検査協会が制定
本格的な梅雨前に、建物の雨漏りを点検しようというもの

11 日

(月)

住宅デー

1978年、全国建設労働組合総連合が制定
スペインの建築家アントニオ・ガウディの誕生日を記念

25 日

(月)

商工会の日

1985年、全国商工会連合会が制定
1960年、「商工会組織等に関する法律」が施行された

10 日

(日)

空飛ぶ円盤記念日・UFO記念日

1947年、アメリカの実業家が強い閃光を目撃
これが初のUFOの目撃談とされている

24 日

(日)

UEFA欧州選手権2012

2012年6月9日から7月1日にかけて行われる
ウクライナとポーランドで開催

9 日

(土)

1894年/国際オリンピック委員会（IOC）パリで創立

1907年/夏目漱石が朝日新聞で『虞美人草』連載開始

1944年/洞爺湖南岸で噴火、昭和新山誕生

23 日

(土)

1929年/福島競馬場で全頭落馬による不成立レース

1988年/東京地下鉄有楽町線が全線開通

2008年/秋葉原で秋葉原通り魔事件発生

8 日

(金)

ボウリングの日

1861年、英字新聞にボウリング場オープンの
広告が掲載されたことにちなむ

22 日

(金)

1958年/ミュージシャン：プリンスの誕生日

1959年/音楽家：小林武史の誕生日

1960年/漫画家：荒木飛呂彦の誕生日

7 日

(木)

夏至

二十四節気の1つ
太陽の黄経が90度の時で、一年中で一番昼が長い日

21 日

(木)

かえるの日

1998年、作家・矢島さらが制定
かえるの鳴き声「けろ(6)けろ(6)」の語呂合せ

6 日

(水)

1654年/玉川上水完成

1887年/二葉亭四迷の長篇小説『浮雲』が刊行

1960年/初のロングサイズたばこハイライト発売

20 日

(水)

世界環境デー

1972年の国連総会で制定された国際デーの一つ
日本では、この日を「環境の日」と定めている

5 日

(火)

朗読の日

2001年、日本朗読文化協会が制定
「ろう(6)ど(十)く(9)」の語呂合せ

19 日

(火)

虫の日

「カブトムシ自然王国」を宣言している
福島県常葉町常葉町振興公社が制定

4 日

(月)

海外移住の日

1966年、国際協力事業団（JICA）が制定
1908年、本格的海外移住の第一陣がブラジルに到着した

18 日

(月)

測量の日

1949年、測量法が制定されたことを記念して
当時の建設省（現在の国土交通省）が制定した

3 日

(日)

坂本九、ビルボード全米No.1獲得

1963年、故・坂本九さんの「上を向いて歩こう」が
「スキヤキ」というタイトルでビルボード全米No.1を獲得

17 日

(日)

横浜港開港記念日・長崎港記念日

1859年、前年に締結された日米修好通商条約
により横浜港・長崎港が開港した

2 日

(土)

1884年/全国天気予報開始

1903年/ヘンリー・フォードらがフォードを設立

1911年/現在のIBMの前身である「C-T-R社」が設立

16 日

(土)

写真の日

日本写真協会が1951年に制定
1841年、薩摩藩主・島津斉彬が日本で初めて撮影された

1 日
(金)

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6月 ◆



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
Editor in Chief 伊辺 光広
Senior Editor 竹之内 賢輔
Editorial Staff 久保 智広、岩崎 慶太、
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、蔭山 知宏、
楢原 一基、柴田 莉乃、矢吹仁美、
湯田 明日美、田村 英治
Publisher 行 辰哉

１．Can you ～? 「～してもらえる？」

これを、「あなたはピアノを弾くことができる？」「泳ぐことできる？」という「能力」の意味だけだと思っていると、
もったいない！です。日本語でも「できる」は、能力の意味だけじゃないですよね？

「ねえ、それ取ってもらうことできる？」「ちょっと、これコピーすることできる？」などなど、相手にやってほしいこ
とを頼む「依頼」の意味も「できる」の中には入っていますよね。

英語も同じく、Can you ～？ の「～」の部分に、相手にやってほしいことを入れれば、「～してもらえる？」の意味
になり、普段の会話にも本当によく使います。

・Can you open the window? (窓開けてくれる？)

・Can you call him? （彼に電話してくれる？）

・Can you clean the room? （部屋掃除してくれる？）

さらに、Can → Could に変えれば、もう少し丁寧な響きになります。

２．Can I ～? 「～してもいい？」

１と同じ理由で「私～できる？」は、「私、ちょっとだけあなたのパソコン使うことできるかな？」「私って、今日早く
帰ることできる？」のように、「それをしてもいい？」という許可を求める意味がありますね。Can I ～？の「～」の部分
に自分のしたいことを入れればOKです。

・Can I open the window? （ちょっと窓開けてもいい？）

・Can I use your computer? （あなたのパソコン使ってもいい？）

・Can I go home? (帰ってもいい？) ※同じく、こちらもCouldに変えてもOKです。

Can you～？ Can I～？は、海外旅行でもよく使う本当に便利な表現なので、ぜひたくさん練習して使いこなしてみてく
ださいね。

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、普段の生活で、人に頼んだり、やってもいい
か聞く時に使える便利な文の作り方を見てみましょう。

書籍の挿絵をメインに
印刷物中心のイラスト
を制作しております。

挿絵の他にイラストマップ、似顔絵、キャ
ラクターも制作いたします。

ご連絡はホームページのメールアドレス
より直接ご連絡いただくか、
フォーバル担当までお気軽にご相談くだ
さい。チラシやパンフレットの制作も承っ
ております。

http://www10.ocn.ne.jp/~puku/

ご連絡お待ちしております！

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

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/

イラストレーター

福島 康子

プクチャンネル




