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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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お客様のご都合により
掲載を見合わせております。

ご了承ください。
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所長 宮地 昌之
横浜市泉区緑園4-2-1-6-208
TEL 045-812-1842

http://www.miyachi-kaikei.com/お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２０７

宮地会計

宮地所長は、ファイナンシャルプランナー、経営
士の資格を持つ税理士です。

顧客の利益や満足を常に考えた指導や、税務会計
のみならず、資金繰りまで「経営面の相談にもしっ
かり力を入れてくれる心強い存在」と評判も高い。

その傍らで産業能率大学経営学部で教鞭も取って
いるスキルが、業務でも隅々に活かされており、
従来の税理士像に捉われない業務が光ります。

宮地所長は、約20年間の大手都市銀行勤務経験を生
かし、お客様のニーズに合った、特に財務・資金繰り
を中心とした経営アドバイスができるような新しい税
理士像を築いていきたいと考えているそうです。

お客様のご商売の発展・繁栄を第一に考える。
この大方針のもと、税務・会計においても、お客様満
足度を常に意識され、常に誠意をもった業務展開を心
掛けていらっしゃいます。

宮地会計事務所様では、財務管理システムのご相談や
改善を承っています。資金繰り・融資対策などに興味
のある方は、ぜひ一度お問合せください。

宮地会計事務所について宮地会計事務所について

1981年、慶應義塾大学経済学部卒業。
同年、㈱東海銀行（現三菱東京UFJ銀行）に入行。
本店営業部外国為替課、資金為替部、ロスアンゼルス
支店、外国営業推進部等々を歴任。
銀行在職中に「税理士」の資格を取得。

2003年2月に銀行を退職され、宮地会計事務所を起
ち上げられました。

2006年4月より、産業能率大学経営学部の准教授と
して教鞭を取る傍ら、FP研究所やビジネス教育出版
社にてFP継続セミナー講師も務められています。

宮地所長について宮地所長について

＜財務・資金繰り＞

銀行勤務経験を生かした経営コンサルティングを行って
います。

＜独立・開業＞

起業・独立で悩んでいる方へ、ご相談に応じます。

＜事業承継＞

事業承継で押さえておくべきポイントから、専門家に依頼した
場合のメリット・デメリットの比較までご相談に応じます。

2009年12月より、FM戸塚の『教えて！税理士さ
ん』というラジオ番組にも準レギュラーで出演。
暮らしにまつわる税金について、分かりやすく解説さ
れていらっしゃいます。

主な著書に、「速習 2級FP技能士合格コース」
（共著）[2003年9月]（経済法令研究会）、「デリ
バティブは危険じゃない！」[2004年2月]（ビジネ
ス教育出版社）、「院長先生のための医業経営成功
術」[2010年12月]（あさ出版）等があります。
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コンセプトコンセプト

株式会社エミオ

代表取締役 虎井 覚（Torai Satoru）
東京都渋谷区千駄ケ谷1-28-8-403 
TEL 03-5772-7289お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２０８

株式会社エミオ

株式会社エミオ様は、新しい発想とス
タイルで高品質な広告制作を行われてい
ます。
撮影、企画＆デザイン、画像制作等、

各制作部門のプロフェッショナルだけと
コラボレーションし、お客様の要望にお
応えしたい！これがエミオ様の理念。
これまで培ってきたネットワークを

フルに活用し、あらゆるクリエイティブ
ワークのプロフェッショナルと上手く連
携をとりながら、トータルプロデュー
サーとして最高の作品作りを心掛けてい
らっしゃいます。

広告制作に求められる力

広告原稿のデータ入稿が当然となった現在、デザイン・レイアウトはもちろん、
写真・イラスト等のビジュアル素材のフルデジタル化というニーズがより増加しています。

デザインとスムーズに連携するための画像データ作成が必須となってきています。
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斬新なアイデアとそれを表現する力。 与えられた予算内で高品質を実現する力。

デジタル表現を具現化する力。 最短の納期で納品できる力。

あえて制作スタッフを社内に置かず、エミオ様がいままで培ってきた豊富な外部ネット
ワークを駆使して、それぞれのジョブ内容に合ったスタッフでその都度チームを構成する
スタイルをとられています。だからこそ、企画から納品までをニーズに合った「 適な手
法」「 適なスタッフィング」でトータルサポートすることができるのです。

http://emio.co.jp/

作品事例作品事例



お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２０９

スクールに通うかどうかは迷わないでください
「エアラインスクールに通うのは合格への近道だ」
などと一律に宣伝することは不誠実だと考えます。

仮に現在の自分が内定をもら
う実力がなければ、その実力
をつける方法を考えてください。
そこで初めて、エアラインス
クールに通うか・通わないかの
検討をしてください。

現在の自分に実力があるか
どうかを考えていただくために、エクスマイル様では
個別相談を随時受け付けていらっしゃいます。

入社前、入社後に求められていることとの区別を
しましょう
いわゆる動作や所作が合否に影響を与えるかは、採用
基準に明記されていませんが、エクスマイル様では内
定合否に与える影響は小さいと判断をされています。

ですから、合格した後に学ぶべき内容、メイク・ウ
オーキングなどは、講座にはほぼ入れていません。

受講料を比較することは意味がない
重要なことは、受講料の高い安いではなく、その受講
料で自分が習得できる内容がどのようなものであるか
ではないかとエクスマイル樣では考えています。

講座の構成は大学受験予備校と同じような感覚
講座内容は、元大学受験予備校の講師や企業の人事担
当者で構成されています。実際に学力を上げる立場、
採用担当の立場であったスタッフで作り上げました。

安心な分割払い制度と明確な解約規定
エクスマイル樣の講座は弁護士の監修を受けながら、
受講生に安心して受講いただけるように途中解約のシ
ステムを明確に申込書及び契約書に明記されています。

さらには、ローン会社を経由しない分割払い制度を採
用されており、万一途中解約される際も、迅速な対応
が可能となっています。受講後、「価値のない講座」
と判断されたら遠慮なくお申し出ください。

Ｅｘｍｉｌｅ様の特徴Ｅｘｍｉｌｅ様の特徴

エクスマイルエクスマイル様は、キャビンアテンダントやグラン
ドスタッフになりたい方のためのエアラインスクール
です。既存のエアラインスクールのイメージを打破し、
受講される皆様の合格率を上げていらっしゃいます。

「相手にイエス(内定です)と言わせるために必要な
要素」を受講生に取得してもらうことが目標。

もちろん、航空会社も一民間の私企業ですから、
採用面接での判断基準は、他企業と大差はありません。
そういう意味では、エクスマイル様の講座は、就職活
動全般において役立つものです。

橋本代表より一言橋本代表より一言

株式会社エクスマイル

東京都品川区平塚1-2-16-803
TEL 03-5856-8873 http://www.exmile.co.jp/

内定するために、実際の受験に必要だと思われる要素
は何だと思いますか？過去の試験から内容を考えてみ
ましょう。

①面接力（いわゆる対話形式の質問と回答です）
②英語力（TOEIC・英検が判定に使われやすい）
③SPIの能力（非言語系・言語系の両方）
④一般教養の知識
⑤体力・健康

当講座では、上記5つが合格に必要な要素だと考えてい
ます。そして、これらの中の①～④までを身につけ、
内定を得る確率を上げることを目的として、当講座の
運営と構成を行っています。

エアラインスクールに通っても受からない！

こんな言葉を時々耳にします。ある意味事実であると
思います。エアラインスクールの世界においては、
「情熱」「内面磨き」「個性の際立った」等々の言葉
が飛び交っている場合もあるようです。

私どもはこのような言葉の先に内定があるとは考えて
おりません。私たちは行動経済学、心理学といった
分野から考えられる、人の意志決定のメカニズムを
ベースに 講座内容の構成をしました。
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五つの要素



代表 隅田 武雄
東京都渋谷区東3-15-7 ヒューリック恵比寿ビル3F
TEL 03-3407-1311 http://www.wellsjapan.co.jp/

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２１０

結婚式の引出物でも「感動を皆
さんに贈りたい」というお客様の
声が増えてきています。
カタログギフトのブームはいま

だに衰えることを知りませんが、
“ホンモノ”を求める方もまた増え

てきているのかもしれません。
日本ウエルズ樣では、都内一流

ホテルのブライダルフェアでもな
かなか手に入らない超レアな引出
物の数々を取り揃えていらっしゃ
います。大切な人へ思いの詰まっ
たプレゼントを・・・。

一生に一度のことだから時間をかけて選びたい！

そんなお客様の声にお応えし、日本ウエルズ樣ではショールーム
を365日開催されています。（※完全予約制）

一流ホテルで取り扱うクリスタル、グラス製品や海外の
珍しいアイテムも、実際に手にとってご覧いただけます。

ラッピングも種類は豊富です。せっかくですから「ラッピングに
もこだわりたい」とおっしゃる方は多くいらっしゃいます。

日本ウエルズ樣では、プレゼントを贈った方、受け取られた方、
どちらも心が豊かになることを永遠の目標とされています。

３６５日ショールーム３６５日ショールーム

日本ウエルズ

カタログギフトか？グラス製品か？
皆様まずはここからお考えになられます

上の写真の包装紙はほんの一部です

こちらのビルの3階です
１階にはお洒落なイタリアンレストラン

ハイアット リージェンシー 東京樣にて

恵比寿駅より、徒歩5分

カタログギフト クリスタルガラス

特別限定商品 その他引出物

ソリッドブラスシリーズ
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お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２１１

有限会社アビリティ様が運営する「こどもの森ほ
いく舎」では、保育施設のみだけでなく、家庭訪問
／企業内保育／イベント会場／子育てセミナーなど、
「保育総合サービス」を手がけていらっしゃいます。

イベント会場での保育の受託イベント会場での保育の受託

こどもの森ほいく舎

企業のイベント会場に
その日だけの保育ルームをつくることができる

企業で行う「集客セミナー」「展示会」など、子育て世代の顧客をターゲットに
したイベントを行う場合など、事前打ち合わせをした上で、イベント会場に併設
した保育ルームを設置し、運営することが可能です。有限会社アビリティ樣では、
全国 大規模の住宅展示場「TVKハウジングプラザ」（横浜市西区）をはじめ、
都内・神奈川県内10か所以上の住宅展示場での実績をお持ちです。また都内のホ
テルで行われるセミナーに保育ルームを併設するなど、オーダーメイドによるイ
ベント保育の受託が可能です。

企業内保育の支援企業内保育の支援

社員の福利厚生として「事業所内保育室」をつくることも

これからの時代、優秀な女性社員の確保は、どの企業にとっても必須課題で
す。事業所内保育室の整備には、厚生労働省のほか、自治体独自の制度もあ
ります。

また「こどもの森ほいく舎」のような民間の福利厚生サービス企業との提携
により、コストを抑えながら地域の私立保育園を社員のために利用すること
もできます。次世代育成の視点から、石尾代表は「企業と社員と保育を一緒
に考えてみませんか？」というメッセージを発信されています。

石尾 ひとみ 園長

有限会社アビリティ
こどもの森ほいく舎
代表取締役

こどもの森ほいく舎の石尾ひとみ園長は、「シングルマ
ザーのシェアハウス」で話題の「ペアレンティングホー
ム」の立案者です。

テレビ・新聞・雑誌などさまざまなメディアで取り上げ
られ、今もっとも注目されています！

045-290-5356
http://www.kodomonomori.com/

（運営）有限会社アビリティ
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お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２１２

ベルミュージック様は、全国に広
がったミュージックベルを通じて音
楽の向上と普及を図り、芸術文化の
振興・発展を目的とした活動を展開
いたします 。
また、ミュージックベルだけでな

く音楽で繋がる和も大事にされてい
ます。

ベル自動演奏卓上型ベル自動演奏卓上型

鈴木邦彦社長のプロフィール鈴木邦彦社長のプロフィール

慶応義塾大学経済学部卒業。
ピアニスト、アレンジャー、
作曲家としてデビュー。

西ドイツ・ドルトムントにおける
世界体操選手権大会に、
日本代表選手のピアニストと
して参加。世界選手権大会
床運動の規定曲作曲。

1968年「天使の誘惑」で
日本レコード大賞受賞。

代表作
「天使の誘惑」 （歌・黛ジュン）
「恋の奴隷」 （歌・奥村チヨ)
「恋唄」 （歌・前川清）
「酒場にて」 （歌・江利チエミ）
「情熱の嵐」 （歌・西城秀樹）

他多数

http://www.bellmusic.co.jp/

代表者 鈴木 邦彦
東京都新宿区四谷4-3エクシーナ四谷202
TEL 03-3353-6091

ベルミュージック

ベル自動演奏卓上型とは音楽データを入れるだけで
自動的にミュージックベルを演奏するシステムです。

現在はベルミュージック様でしかこちらのシステムは
扱っておりません。

結婚式場やホテルにて利用している実績もあり、
イベント等で活用していただけると思います。

企業向けミュージックベル活用企業向けミュージックベル活用

企業で活用していただいた事例として、新入社員
250人の研修でミュージックベルの演奏を導入して
いただいた実績があります。

ベルを一人一つ持ってもらい、同期の皆さんで心を
合わせて一つの曲を演奏する研修を実施したところ、
協調性や自主性など、さまざまなことを新入社員に
伝えることができたと好評だったそうです。

御社でもぜひ、新入社員研修でミュージックベルを
使ってみませんか？

今まで作曲した、ヒット曲【全国
のカラオケ店で聴ける３０曲以
上の曲】や、それ以外の有名歌
手が歌ってくれた、自分では気
にいっている名曲？等を、元歌
手の妻や、親しい歌手のゲスト
の歌と、私自身のピアノ演奏、
それらにまつわるエピソードや
出演したテレビのＤＶＤをお見
せしたり、きっと楽しんでいただ
けるライブになると思います。
皆様と音楽を通じて、繋がれる
場作りができればと思っており
ます。
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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、

メニューブック制作など

飲食店販促ツールデザインは

クライフへ

株式会社クライフ
東京都新宿区高田馬場4-1-7 市川ビルデンス
TEL 03-5386-1571 http://www.cruyff.jp

情報をご紹介しております！

仕事に繋がる提案を得意としています。

特に、飲食店勤務経験のある営業スタッフと飲食店
販促経験豊富なデザイナーだから提供できるクオリ
ティの高い販促ツールに自信あり！

お客様のご要望に合わせてご提案いたします！！

【クライフの特徴】
1.適正価格
2.高品質
3.納期厳守

激安価格の可愛い服、プチプラ服は
ヤスカワショップのゴエンヤ！

フランチャイズ＆仕入先募集中

オーダーソファー専門店

「ラフィネリビング」

９月より表参道・青山で新規オープン

『ラフィネリビング』は、国産『セミオーダーソファ』を手
がける、工房直営のショップです。50年以上の実績、
熟練の職人の技術やノウハウを活かし、ハンドメイド
のソファをつくり続けています。百貨店やショップの
ソファ製作、ホテルや
レストラン、モデルル
ームのソファの張替え
・修理など多数の実績
もございます。

オーダーソファーは1cm単位で調整可能とし、300種類
以上・1,000色以上の布・合皮・本皮の生地をご用意。
また、国産ならではの安心とともに、体格や体型に合
わせた快適な座り心地をお客様にお届けします。

【9月より装いを新たに、表参道・青山に移転、新規

オープンいたします！！】
→詳しくは、WEBをご覧ください！

ラフィネリビング有限会社
東京都江東区豊洲2-4-9
アーバンドック ららぽーと豊洲サウスポート1F
TEL 03-6910-1225 http://www.raffine-living.jp/

株式会社クアトロ
東京都中央区日本橋横山町3-4

TEL 03-3661-8302 http://www.goen-ya.com

飲食店 販促ツール

ラフィネリビングヤスカワ服

売りたい 買いたい ＰＲ情報

ヤスカワレディースカジュアルショップ 『ゴエンヤ』を
展開中♪

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！
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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　井内　健雄

効率的資金調達と
リース会計基準の変更に伴う税制改正

弁護士シリーズ  第 35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

いのうち　たけお

井内　健雄

弁護士

皆様のお悩みやご不安
を真撃に受け止め、迅
速かつ正確に対応でき
るように、日々研鈴し
てまいります。お気軽
に御相談下さい。

　最近、消費税改正法案が衆議院を通過しました。おそらくこの記事が出るころには、参議院も通過していることでしょう。この法
案が成立すると、平成２６年４月に８％、２７年１０月に１０％に消費税が引き上げられます。この消費税の増税分は社会保障費に
充てるというのが名目であげられています。ただ、この消費税の増税では、プライマリーバランスの均衡を保つことも厳しく、社会
保障費の拡充に回すのは難しいと思います。消費税が１０％になることで、年収５００万円の標準世帯（夫婦と子供２人）が年間３
２０万円を消費した場合、１６万円の負担増になるそうです。家計にとって、非常に大きな負担になります。企業側も、商品に消費税
が５％上乗せされることにより、従来と同じ値段で商品を売ろうとすれば、企業努力で５％安くする必要があります。中小企業に
とっては大きな負担になります。
　さらに、来年平成２５年３月末には、中小企業金融円滑化法の期限切れも迎えます。この法は複数回にわたり延長がされました
が、もうそろそろ限界でしょう。もし、このまま円滑化法の期限を迎えれば、中小企業の倒産が増え、金融機関の貸付の査定が厳しく
なることは明らかです。
　しかし、企業はこのような環境の中で、設備投資をし、新たな分野を開拓し、成長させていく必要があります。そのためには資金調
達をいかに効率よくするかがポイントになってきます。

はじめに

リース取引について

会計処理の変更と税制改正

中小企業の特例

最後に

　その一つの方法がファイナンス・リース取引です。通常、企業がリース取引をしないで、設備投資をする場合、設備投資の為の資金
を銀行から借りて設備を購入する必要があります。これに対して、リース取引をする場合、リース会社が設備資金を調達し、購入し、
それをリースすることになり、ユーザーはリース料を分割で支払うことになります。したがって、リース取引の場合には、銀行の借
入額を利用せず資金調達できるというメリットがあります。また、リース契約の場合、その商品の耐用年数よりリース期間を短く設
定することにより、短期間で経費処理をすることで節税できるというメリットもあります。さらに、賃貸借取引の経理ができる場
合、リース債務を顕在化させないようにすること（オフバランス）も可能です。その他にも、固定資産税や保険料負担、廃棄処理など
の事務管理はリース会社が行い、修理等の対応もされ事務負担を抑えられます。

　もっとも、そもそも会計基準の変更はグローバル化に伴い変更されたものであり、会計基準の変更及び
税法上の改正は、大企業のみ対象とされています。中小企業については、適用対象とされていません。した
がって、中小企業の場合には、所有権移転外ファイナンス・リース取引において、売買処理と賃貸借処理の
選択が可能です。

　従来、ファイナンスリース取引（所有権移転外）の場合には、企業会計上、売買処理と賃貸借処理の両方が可能でした。売買処
理とは、貸借対照表に資産及び未払金計上をし、費用化にあたって、リース期間にわたり定額を減価償却費として処理する方法です。
他方、賃貸借処理とは、リース料を直接的に費用化する処理方法です。この場合、売買処理と異なり、リース資産とリース債務が
バランスシート上に乗せなくて済みます（オフバランス）。しかし、会計基準のグローバル化に伴い、所有権移転外ファイナンスリー
ス取引も原則的に売買処理されることになりました。
　この会計基準の変更に伴い、法人税法及び消費税法も平成１９年度に改正されました。まず、法人税法については、オペレーティ
ング・リース取引（ファイナンスリース取引以外のリース）については、賃貸借処理となり、ファイナンス・リース取引について
は平成２０年４月以降は売買処理となりました。また法人税法では、企業会計と異なり、リース期間定
額法以外の償却方法は認められていません。次に、消費税法においても、リース資産の引き渡し時に、
一括してリース料の総額に係わる消費税等を、その課税期間の課税仕入として税額控除する方法を原則
としています。他方、リース期間中に、ユーザーがリース会社にリース資産を返却して残存リース料の
減額を受けた場合は、減額分が課税売上となり、消費税がかかることになります。
　このように、会計基準の変更に伴い、所得税法及び消費税法の改正があり、ファイナンスリース取引
においては、売買処理が原則となりました。

　このように、資金調達の方法でリース取引は今後重要度を増していく契約であると考えます。今回は、
会計基準の変更と税制改正について執筆しましたが、リース契約は、リース期間の設定、メンテナンス、
中途解約の処理、権利移転関係、再リース条項等様々な条項・問題を伴います。このようにリース契約
は有効な資金調達方法ですが、法的なリスク等を理解して契約・契約書のチェックを必要とするものです。
利用する際には、しっかり、契約内容を理解し、理解できない場合には、顧問弁護士に相談するとよい
でしょう。

第１

第２

第３

第 4

第 5



①東京都渋谷区／オフィス設計、デザイン

ビル、マンションの入居率を上げる
ご提案ならオマカセ！

オートドアの設置や建物の外観、内装のイメージを変えたこ
とで満室になった！というオーナー様から多くの感謝の言葉
を頂いております。エントランスの雰囲気だけでも建物全体
の印象をガラリと変えることができます。
ご相談はもちろん無料です。
首都圏のお客様をお待ちしております。

フォーバル担当：須田 渉士

④東京都渋谷区／アパレルに関する事業全般

国、地域、商材、業種を越えて
バイヤーさんとサプライヤーさんをマッチングさせたい！

たとえば、 ・中国工場の在庫をはけたい
・安くていいものを入手したいが、初めての取引では品質や取引条件が心配だ
・営業先はたくさんあるので商材の幅や種類を多く持っておきたい

などなど、お役に立ちます。

バイヤーとサプライヤーの間に担当者が立つこと
で、これまで困難だった交渉もスムーズに可能です。

海外で商品を売りたいサプライヤーの方、
海外から商品を仕入れたいバイヤーの方、
ご連絡をお待ちしております。

フォーバル担当：竹之内 賢輔

②東京都新宿区／清掃業

光触媒コーティングサービスを
拡販したい！

光触媒の１つの特徴として、ガラスが汚れにくく
コーティングできるためお風呂のガラスが綺麗に
保てたり、窓ガラスなども清掃の手間を省けたり
とお金持ち相手には商売になりそうな付加価値
のあるサービスです。

ビルマンションなどの不動産管理会社や、そう
いった業者とお付き合いのある企業を対象に
営業してみましたが、成果が出ておりません。

今後は、個人の富裕層をターゲットにしていきた
いと考えております。個人の富裕層を相手にご商
売をされている企業様と協力できれば、お互いに
売上につなげられるWIN-WINのパートナーとな
れるので、ぜひマッチングを希望しております。

フォーバル担当：山本 裕介

③東京都渋谷区／広告代理店

市ヶ谷駅前のビル広告を埋めたい！

以前は、年間1,000万円以上の賃料でしたが、
現在は月額55万円で募集をしております。

結婚式場とホテル、結婚式場と衣装レンタル企業などの組
み合わせでのお申込もOKですので、まずはご相談ください。

フォーバル担当：森 将治
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

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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お客様同士のビジネス交流をwebでタイムリーにサポート

1．まずは、
「4086」で
WEB検索してい
ただき、お客様
専用の「アイコ
ンナビ」ログイ
ン画面へ

２．次に、
お客様専用のID、
パスワードを入
力し、「アイコ
ンナビ」ページ
へログイン

4086

3．アイコンナビTOP
ページにあるバナーから、
コーレアWEBへ。
仕事を依頼したい、
請けたい、業種、地域で
ビジネス情報を検索！

※コーレアWEBへの情報
の登録は、御社にいつも
お伺いしております
フォーバルのアイコン担
当者へご相談ください。

“Correa web”がいよいよスタート！“Correa web”がいよいよスタート！
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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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フォーバルお客さまフォーバルお客さま向け向け無料セミナー無料セミナー

新規開拓・取引先拡大・販路拡大新規開拓・取引先拡大・販路拡大をを

狙いたい中小企業の社長様を応援します！狙いたい中小企業の社長様を応援します！

社長・経営者限定
社長・経営者限定

無料セミナー
無料セミナー

開催決定！
開催決定！

8/28/288（火）

【【対象対象】】
○○ホームページ完全初心者ホームページ完全初心者
○中小企業社長様○中小企業社長様
○２代目３代目中小企業社長様○２代目３代目中小企業社長様
○そろそろネットが気になる社長様○そろそろネットが気になる社長様
○ネットが苦手な社長様○ネットが苦手な社長様

本セミナーのお申込・お問い合わせは
①弊社お客様担当へお申し付け ②お電話でのお申し込み

フリーダイヤル ０１２０-６７３-１４３ フォーバルWEBアドバイザーズまでお電話ください。

開催日時・場所

●日時 8月28日(火) 17：00～19:00 （16:30～受付）

●開催場所
株式会社フォーバル本社株式会社フォーバル本社 大会議室大会議室 東京都渋谷区神宮前東京都渋谷区神宮前55--5252--22 青山オーバルビル青山オーバルビル14F14F

そろそろそろそろ
ホームページをホームページを
つくりたい！つくりたい！

ほったらかしのほったらかしの
ホームページをホームページを
なんとかしたい！なんとかしたい！

新規開拓新規開拓
したい！したい！
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カンボジア写真展

「国境なき教師団」太陽の国の未来へ
～良い先生を育て、未来の笑顔を作る教育支援～

● 日時 8月29日（水）14：00-17：30 写真展
8月30日（木）10：00-17：30 写真展

14：00-15：00 トークセッション*
*国境なき教師団メンバーによる「カンボジア教員養成現場」についてのリアルトーク

8月31日（金）10：00-17：30 写真展

● 場所 国際機関 日本アセアンセンター
港区新橋6-17-19新御成門ビル1階

カンボジアでは、1975-79年のポルポト政権下で教
育制度が廃止され、教師を含む知識層の80％が抹殺
されました。その傷が、現在の｢教師の数｣「教師の
質」の不足という問題となって残ってしまいました。
カンボジアの未来に向けた支援としては“学校建設”だ
けでなく、“教育の質の改善”も必要です。定年退職後

に現地の教員養成校で活動しているベテラン教師「国
境なき教師団」の教育アドバイザーは、“教育の質の
改善”のために日々奮闘しています。2年間現地にい

た彼らの視線で見た、カンボジアの教育現場・街や農
村の風景・子どもたちの様子をぜひご覧ください。
ご来場、お待ちしております！

国境を越えて教育支援を行うCIESFのベテラン教
師たちの組織です。「国境なき教師団」に所属す
る教育アドバイザー
は毎年大勢の教師の
卵を育てているカン
ボジアの教員養成校
の教官たちと一緒に
教師レベル向上のた
めの活動を行って
います。

「国境なき教師団」とは？

プレイベン小学校教員養成校学生の教育実習の様子
（撮影：面矢忠彦 カンボジア国プレイベン州にて）

●主催：公益財団法人CIESF（シーセフ）
●共催：国際機関 日本アセアンセンター
●協力：株式会社フォーバル／キリンビバレッジ株式会社

入場無料

写真展参加「国境なき教師団」メンバー
・面矢忠彦 （プレイベン小学校教員養成校/理科指導）
・面矢歌子 （同校/算数指導）
・井手上末生（プレイベン中学校教員養成校/数学指導）

■都営地下鉄三田線 御成門駅 A4出口より徒歩1分
■都営地下鉄大江戸線・浅草線 大門駅
A6出口より徒歩8分

フリードリンク付き

TEL 03-6439-5990 Mail: info@ciesf.org www.ciesf.org

TEL 03-5402-8118 Mail: ajc-pr@asean.or.jp
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ボサノヴァに乗せてお届けする涼やかな風をイメージボサノヴァに乗せてお届けする涼やかな風をイメージ

K-02 臨時特集 1 [涼感ボサノヴァ（Vo）]  放送期間：6月1日～9月15日
爽やかで明るい雰囲気のコンテンポラリー・ボサノヴァに、清らかな小川のせせらぎと小鳥のさえず
りをミックス。避暑地の爽やかな風を彷彿とさせるチャンネルです。

清涼な高原をイメージさせるギターの調べ清涼な高原をイメージさせるギターの調べ

K-03 臨時特集 2 [涼感アコースティック（Inst）] 放送期間：6月1日～9月15日
アコースティック・ギターの奏でるスロー～ミディアム・テンポの穏やかな楽曲に、小鳥のさえずりや
小川のせせらぎの音をミックス。透明感のあるサウンドが涼しさ演出します。

心地よいビーチさながらの爽快な雰囲気を演出心地よいビーチさながらの爽快な雰囲気を演出

K-28 臨時特集 3 [涼感スムース・ジャズ ～波の音入～（Vo/Inst）] 放送期間：6月1日～9月15日
フュージョン、A.O.R、ポップ・ジャズなど選曲で、スムース・ジャズ発祥の地、アメリカ西海岸の爽快
で心地よい雰囲気を演出。併せて聞こえてくる波音もポイントです。

資料請求の皆様に資料請求の皆様に
「オフィス環境「オフィス環境BGMBGMガイド」をガイド」を
もれなくお届けいたします。もれなくお届けいたします。

オフィスにオフィスにBGMBGMが必要な理由をが必要な理由を
この機会に体験しませんかこの機会に体験しませんか？？

環境環境音楽で始める音楽で始めるオフィスのオフィスのメンタルヘルス対策メンタルヘルス対策

2012年 8月末まで

HH--27 27 シーサイドシーサイドBGM(BGM(波の音入波の音入) ) 、、JJ--58 58 サウンド・オブジェサウンド・オブジェ、、JJ--51 51 日本の清流日本の清流、、DD--56 56 森林浴森林浴、、EE--16 16 小鳥の声小鳥の声、、CC--22 22 波・浜辺波・浜辺、、JJ--52 52 虫の音色虫の音色
DD--57 57 イルカ・クジライルカ・クジラ ～海からの癒し～～海からの癒し～、、HH--07 07 イージーリスニング・アコースティックイージーリスニング・アコースティック、、CC--21 21 モーニングモーニングBGM(BGM(小鳥の声入小鳥の声入) ) 、、HH--15 15 クラシック・ピアノクラシック・ピアノ

お問合せ先：フォーバル コーレア係 (株)USEN ICT事業本部 担当：カゴタニ TEL 03-6823-7070 kagotani@osk.usen.co.jp

体験デモ
体験デモ

受付中！
受付中！

例えば、静かなオフィスでは例えば、静かなオフィスでは、、電話の会話も隣同士の会話も事務所内に電話の会話も隣同士の会話も事務所内にハッキリとハッキリと聴こえてしまいます。聴こえてしまいます。
職場の潤滑油として重要な「コミュニケーション」が静か職場の潤滑油として重要な「コミュニケーション」が静か過ぎる職場過ぎる職場ではでは行いにくくなりがちです。行いにくくなりがちです。
メンタルヘルスメンタルヘルス予防予防対策の基礎である「対策の基礎である「職場での職場でのコミュニケーション」コミュニケーション」を環境音楽で整えを環境音楽で整え活性化を行います。活性化を行います。
オフィスでは、「煩さ過ぎる、静か過ぎる」環境では、集中できずにストレスへとなります。オフィスでは、「煩さ過ぎる、静か過ぎる」環境では、集中できずにストレスへとなります。
一度、環境音楽のデモ機一度、環境音楽のデモ機（無料貸出）（無料貸出）をご利用いただをご利用いただきまして「きまして「その空間のその空間の心地よさ」を心地よさ」をお試しください。お試しください。
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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8回）

ご購入はこちら

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）

【問い合わせ先】 アチーブメント出版：03-5719-5503 http://www.achibook.co.jp/
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前回、前々回とナンバー２をつくることの大切さについて説明しました。実はそれによって、もうひとつの
副産物として、時間に余裕ができてくるのです。それは、別の言い方をすると、「時間の使い方が上手」とい
うことになります。そう、伸びている会社の経営者は皆さん、時間使いの達人でもあります。

一生懸命働いているにもかかわらず、あまり会社が伸びていないという経営者もいらっしゃいます。時間と
いうのは、誰にとっても１日２４時間しかありませんから、そういう意味では、時間の使い方というのは非常
に大事な要素と言えます。成功者は時間の使い方がとにかく上手なのです。

私の友人で、とても商談が上手い方がいます。上手いと言うより、まずほとんど負けません。本人もそれを
自認されています。なぜだと思いますか？私と彼は、大きいものから小さいものまで全て含めると、今までに
２人で何百に近い商談をやってきました。そのときに何をするかというと、２人にはある共通点がありました。
明日、１００億円の商談があるとします。そうしたら、その前に２人で集まり、１時間打ち合わせをするので
す。１００億円の商談をしようというときに、わずか１時間で打ち合わせができますか？普通なら、何時間も
費やすのではないでしょうか。しかし我々は、「今から１５分ね」と時間を決め、お互いにノートの上に、
「明日の商談で、相手がＮＯと言うとしたら、どんな理由があるか？」ということを、一気に書き出すのです。
１５分間で徹底的に、「もしＮＯを言うとすれば、たとえば『高い』『忙しい』『おまえが気にくわない』
『製品が信用できない』・・・」と、とにかくありとあらゆるＮＧ理由を書き出すようにしているのです。
そして、各自で考えたＮＯをホワイトボードに書き出していき、重複しているものは省き、「これ以上、本当
にないかな？」と、さらにもう５分考えるわけです。それでもなければ、あとは残りの時間でこれを全て潰し
ていきます。彼も私も、いつもこうした準備をしているので、商談相手からＮＯを言われたとしても何も動じ
ることがありません。短い時間でも、繰り返して行ううちにこうしたことができるようになるのです。

人間はなぜ焦るか知っていますか？想定外のことが起きるからです。お医者さんも、手術中に想定通りのこ
とだけ起きれば大丈夫なのです。しかし、想定外のことが起きると、焦りで汗びっしょりとなってしまうわけ
です。皆さんも、同じような経験があると思います。想定外のことが起きる。あるいは練習不足、準備不足で
本番に臨む。そうすると、「上手くできるだろうか？」と、ドキドキしませんか？反対に準備万端なら、「俺
がしゃべりたい」「俺にやらせろ」「俺の演技見てくれ」と思うでしょう？人は、準備や情報が不足している
と、ドキドキするのです。ここだけの違いなのです。

何が言いたいかというと、医者や弁護士と同じように、事前準備を完璧にしておくことが大事だということ
です。しかも、限られた時間の中で集中力を発揮するのです。そして、想定されるＮＯを１つ１つ消していく。
そうすると、面白いものでどこへ行っても、もう９９．９パーセント想定内のＮＯが出てきます。我々の場合、
それをどちらが答えるかということも大体決めてありますので、「いや、それはですね」と平然と答えるだけ
です。我々は、いつもそういう事前準備を行っているので、想定外が出てこないのです。ですから、必ず相手
に勝つことができます。しかし、多くの人は、この想定が甘いから商談にどんどん負けているのです。そのた
めポイントとなるのが時間の使い方です。たった１５分でも、事前準備はできるのです。

たとえば、読者の皆さんの中で
「痩せたい」と思っている方、ある
いは「英語が話せるようになりた
い」と思っている方がいらっしゃる
と思います。ぜひ一度、既にそのこ
とが実際にできている人と自分の時
間の使い方とを、見比べてみてくだ
さい。きっといろいろな気付きがあ
るはずですよ。

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。
一般社団法人東京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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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8月 ◆

マッカーサー進駐記念日

1945年、連合国日本占領軍 高司令官・
ダグラス・マッカーサー元帥が厚木飛行場に到着

30 日

(木)

刺身の日

1448年、刺身が初めて文書に登場した
室町時代後期の書記官だった中原康冨の日記

15 日

(水)

野菜の日、ベジタブルデー

1983年、全国青果物商業共同組合連合会などが制定
「や（8）さ（3）い（１）」の語呂合わせ

31 日

(金)

ベルばらの日

1974年、宝塚歌劇で「ベルサイユのばら」が初演された
1976年までに延べ140万人の観客動員を記録

29 日

(水)

専売特許の日

1885年、日本初の専売特許が交付された
同年7月に施行された「専売特許条例」に基くもの

14 日

(火)

民放テレビスタートの日

1953年8月28日午前11時20分
日本の民放テレビ第1号の日本テレビが放送を開始

28 日

(火)

1948年/コメディアン：林家パー子の誕生日

1969年/フィギュアスケート選手：伊藤みどりの誕生日

1973年/女優・歌手：篠原涼子の誕生日

13 日

(月)

1896年/詩人：宮沢賢治の誕生日

1947年/歌手：田中星児の誕生日

1992年/女優：剛力彩芽の誕生日

27 日

(月)

航空安全の日、茜雲忌

1985年、日航機123便が群馬県御巣鷹山に墜落
520人の犠牲者を出した

12 日

(日)

男女平等の日ーアメリカ合衆国

1920年、アメリカ合衆国で女性参政権が認められた
ことを記念し1971年に連邦議会が制定

26 日

(日)

1338年/足利尊氏、征夷大将軍となる

1639年/江戸城本丸が全焼

1688年/松尾芭蕉が『更科紀行』の旅に出発

11 日

(土)

チキンラーメン誕生の日・即席ラーメン記念日

1958年、世界初の即席ラーメンである「チキンラーメン」
の発売を開始したことに由来し、発売元の日清食品が制定

25 日

(土)

道の日

1920年、日本初の道路整備計画が実施されたことに由来
1986年に建設省（現国土交通省）が制定

10 日

(金)

愛酒の日

酒をこよなく愛した歌人・若山牧水の
1885年の誕生日にちなむ

24 日

(金)

野球の日

8月9日の8と9が「やきゅう」と読める
また、高校野球の期間中でもあることから

9 日

(木)

処暑

二十四節気の1つ
太陽の黄経が150度の時で、暑さが収まり秋に近づく頃

23 日

(木)

親孝行の日

「ハハ」「パパ」の語呂合わせから
1989年、 親孝行全国推進運動本部が制定

8 日

(水)

チンチン電車の日

1903年、東京電車鉄道の路面電車が新橋～品川で営業を
開始し、東京で初めて路面電車(チンチン電車)が走った

22 日

(水)

鼻の日

「は(8)な(7)」の語呂合せで
日本耳鼻咽喉科学会が1961年に制定

7 日

(火)

献血の日

1964年、それまでの売血制度をやめ、全ての輸血用血液を
献血により確保する体制を確立するよう閣議で決定された

21 日

(火)

雨水の日

1994年、東京都墨田区で雨水利用国際会議が
開かれたことに因み、墨田区が1995年に制定

6 日

(月)

蚊の日

1897年、イギリスの細菌学者ロナルド・ロスが
羽斑蚊類の蚊の胃の中からマラリアの原虫を発見した

20 日

(月)

タクシーの日

1912年、日本 初のタクシー会社が営業を
開始する予定日としたことに由来

5 日

(日)

俳句の日

8月19日の「819」が「はいく」と読めることから
京都教育大学教授で正岡子規研究家の坪内稔典が提唱

19 日

(日)

ビヤホールの日

1899年、東京・銀座に、現存する中では
日本で も古いビアホール「ヱビスビヤホール」が開店した

4 日

(土)

ビーフンの日

ビーフン協会が制定。ビーフンは米を原料とする麺であり、
「米」の字を分解すると「八十八」になることから

18 日

(土)

司法書士の日

日本司法書士会連合会が2010年に制定。1872年、司法書
士の前身である代書人の制度が定められたことを記念して、

3 日

(金)

独立記念日ーインドネシア

1945年、インドネシアのスカルノらが
オランダからの独立を宣言した

17 日

(金)

バズの日

広告手法の一つである「バズ(buzz、噂)」について考える日
「バ(8)ズ(2)」の語呂合せ

2 日

(木)

1958年/歌手・女優：マドンナの誕生日

1972年/タレント：西田ひかるの誕生日

1986年/プロ野球選手：ダルビッシュ有の誕生日

16 日

(木)

麻雀の日

麻雀牌の「パ(8)イ(1)」の語呂合わせ
全国麻雀業組合総連合会が制定

1 日
(水)



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Correa(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
3,300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、末永 大樹、馬場 桃香、
増田 洋一郎、楢原 一基、柴田 莉乃、
矢吹 仁美、湯田 明日美、加藤 州孝、
田村 英治
Publisher 行 辰哉

ちょっと考えてみたいのが、現在形っていつの話をするときに使いますか？ということ。
「もちろん、現在だから「今」の話をする時じゃない？」と思った方は、次の２つの例文を見てみましょう。

1. I cook. （現在形）

2. I’m cooking. （現在進行形）

ん？ 「今」の話をする時は、２の「I’m cooking.（私は、今、料理をしています。）」の現在進行形を使った方では？

じゃあ、１の現在形、「I cook.」はどういう意味になる～？

そうなんです。日本語でこの形を「現在形」と呼ぶばかりに、「現在＝今」と思ってしまうため、今のことだと思ってしまう
方が少なからず･･･

実は、この現在形は、「たった今」の話をする時に使うのではなく、普段よくすることや、習慣についてのことを言うのに
使われることが多いのです。ということは、「I cook.」は、「私は、（普段よく）料理をします。」とか「私って、料理する
人なんです。」という意味だってこと！

以下の例を見て考えてみてください。

①I watch TV. ・・・私ってテレビを（普段）見る人なんです。

②I’m watching TV. ・・・・今、テレビを見てます。

（②はもしかしたら普段は見ないんだけど、今だけたまたま見てる場合もありうる。）

否定文にしても同じです。

③ I don’t watch TV. ・・・ 私って（普段）テレビを見ないんです。

④ I’m not watching TV. ・・・ 私、今はテレビ見てないです。

（④は、普段は見てる人かも。今の今だけたまたま見てないとか）

いかがでしたか？
ぜひ、普段自分のしていることを「現在形」で言ってみてくださいね！

REDWOOD
英会話スクール
Correa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。

さて、今回は、「現在形」のお話です。

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

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
→TEL 03-3402-5815

http://www.redwoodstudio.com/

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

ワゴンTシャツ




