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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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http://www.daikanyama-hb.com/whiteroom/

代官山ホワイトルーム

東京都渋谷区恵比寿西1-31-12 FLEG 代官山
TEL 03-5459-1518

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２１３

代官山『WHITE ROOM』では、アパレル展示会場としての使い良さを実感していただくため、照明・音響付帯設備
など、充実した会場備品サービスを整えております。さらに展示会と連動したファッションショーも行えるレンタル
スペースとして多彩なシーンの演出も可能とされています。
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ニーズに合わせた3つのパーティプランをご用意！

パーティー会場パーティー会場

代官山駅より徒歩2分の絶好のロケーション！

白い空間とホールの長さをレイアウトすることで、
2つの撮影エリアも設けられ、
複数のカメラマンによる同時撮影や
撮影シーンの同時進行にも対応できます。

またホール白壁側面には大型姿見ワイドミラーが
張られていますので、複数のモデルのヘアメイクにも
対処でき、よりスムーズな撮影へと導いてくれます。

フォトスタジオフォトスタジオ

アパレル展示会場アパレル展示会場

WHITE ROOM
D A I K A N Y A M A



東京都千代田区内神田1-7-5 旭栄ビル3Ｆ
TEL 03-5281-0567

ニューミクロス様は、腸内環境を整えるためのヒト由来
の乳酸菌を使った商品の開発・販売を行っています。

たんなる牛乳加工メーカではなく、商品を通してお客様
に健康を提供する「予防医学」としての使命をもって活動
をされています。

お客様から「毎日食べ続けることで、体調が変わってき
た」というお声を数多くいただいているそうです。

今回は、皆様の健康のサポートに一役買えるような企業
としてご紹介させていただきます。

ニューミクロス

株式会社ニューミクロス
http://www.newmic.co.jp/

【最高品質の生乳】
使われている生乳は、日本でのパスチャライズ（低温
殺菌）牛乳のパイオニア、木次乳業有限会社様のもの
です。奥出雲の山岳地帯で育った牛は、足腰が強く、
自然の野草なども餌として食べています。

【腸内有益菌が700億】

【長時間発酵熟成製法】
大手メーカーが約3～4時間で製造・発酵するのが
主流の中、こちらの商品は仕込・発酵・熟成に約２日
もかかる長時間熟成製法でつくられています。
酸味が穏やかでまろやかな味わいは手間をかけて
丁寧に作り上げることで生まれるのです。

【てんさい糖のほのかな甘み】
てんさい糖は、砂糖大根やビートと呼ばれる野菜の根
からとりだした砂糖です。サトウキビからとれる砂糖
に比べて柔らかな甘さが特徴で、多糖類なので体にも
優しいのです。使っているのは北海道産100％。

５５歳からはじめられたゴルフ。
めきめき腕を上げられ、６５歳にしてハンディ9！
数々の公式戦で栄誉を獲得されています。

次の目標は100歳までのエイジシューターです！

向井社長の座右の銘「人事を尽くして天命を待つ」

ニューミクロス社の強みニューミクロス社の強み プロントコーポレーション樣とのコラボ商品プロントコーポレーション樣とのコラボ商品

生きものは、固有の
腸内有益菌をもって
います。イヌにはイ
ヌ、ヒトにはヒトの
乳酸菌。
生乳の風味そのもの
を味わえるという
ニューミクロス様の
ヨーグルト【MIKOTO】には、ヒト由来の腸内有益
菌が１カップ90ｇ中に、約700億入っています。
これは基準値の約70倍の数値です。

向井由汎社長のご紹介向井由汎社長のご紹介

健康生活応援隊

「ビューティーラテ」は、昨年３月１日より全国の
「カフェ＆バー プロント」で知られる株式会社プロ
ントコーポレーション様154店舗で発売されている商
品です。１杯でヨーグルト約50個分の乳酸菌が入った、
女性のキレイをサポートするカフェラテとして人気を
集めています。

こちらの商品のために開発されたオリジナルヨーグル
ト「プロバイオティクスＥＦ1007」は、エスプレッ
ソに合うヨーグルトに仕上げるために、酸味の出にく
い乳酸菌や発酵技術の工夫になんと
約１年の歳月を費やされたとか。

乳酸菌には、腸内の善玉菌が増え
るのを助ける働きがあるといわれ
ており、さらに女性にとっては
嬉しい肌への効果も期待できる
夢のようなカフェラテ。

こちらの乳酸菌はニューミクロス様
が提供されています。

腸からはじまる明日の健康
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お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２１４



室長 武田 澄子
東京都練馬区練馬1-18-17 SKビル3F
TEL：0120-159-419 (いい合格 よい塾)
http://www.forest-s.com/

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２１５

フォレスト幼児教室

フォレストの特徴フォレストの特徴

練馬駅より徒歩２分練馬駅より徒歩２分カリスマ教師の執筆書籍カリスマ教師の執筆書籍

①オリジナル教材のペーパーワーク

市販の問題集では対応できない基礎から、高度な内容を効果的にカリキュラムに取り入れ、ハイレベルな問題も段階
を経て理解できるように組まれたカリキュラムで、お子様の実力アップにつなげます。
また、ご家庭での宿題もお渡しするため、指導の方向性がしっかりつかめます。

②他に類をみない受験情報の多さ

首都圏の100校の15年に及ぶ膨大な受験データを元に、各学校の考査テストの内容をペーパー・行動観察共に数百項
目に分類し、詳細なデータにまとめてきています。また学校説明会の情報をはじめ最新の受験状況など、情報量の多
さには絶対の自信があるそうです。

③徹底した願書指導・親切丁寧な対応

大手出版社の記者をされていた経験を生かした、徹底した願書指導。願書は受験の最初の試験になります。もちろん、
赤ペン添削してくれます。また、初めて受験をされる場合でも安心して受験できるよう、進路相談から付き合ってい
ただけます。受験に関するお悩みは、お一人で悩まず、フォレスト樣にご相談ください。

有名校合格率９０％以上のカリスマ教師が執筆

「練馬駅」（有楽町線・西武池袋線・大江戸線の3線が
利用可）北口（練馬文化センター側）より徒歩2分全国有名書店・アマゾンにて絶賛販売中

フォレスト様は、「かかりつけの医者」ともいえる教室として、小学校受験に臨むお子様、
そしてご両親をしっかりサポートされている幼児教室です。ご家庭での指導方法に始まり、
学校相談、学校情報の提供、願書指導、そして直前の受験準備まで、より安心して受験に臨ん
でいただけるよう、細かい部分まで充実していることが望ましいと考えていらっしゃいます。
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お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２１６

１．カラープランニングおよび講演会、各種セミナーや講座の開催

ホテルや百貨店におけるカラーコーディネートアドバイスをはじめ、
建築物の色彩計画や各企業においてカラーセミナー等を実施されています。
コーディネート、セミナー依頼等、興味のある方はぜひご相談ください。

サービスメニューサービスメニュー

カラフルK

ここ数年、各企業、各分野で色の重要性に注目が
集まっています。たとえば、携帯電話やバンクカード
のカラフルな色使い1つをとっても明らかです。
そして、それはユーザーが「色で選ぶ時代になった」
ということです。色というものが存在する以上、全て
の色はメッセージと効果を持っているのです。

そんな色の神秘や魅力に興味を抱いている方々が、
それを探求し、そしてビジネスに活かすためのお手伝
いをするため、カラフルK樣では、リスクが少なく
効果の高い各種講座を提供されています。

横浜市神奈川区鶴屋町2-25-1
横浜YS西口ビル7F
TEL 045-312-1236 http://www.colorfulk.com/

■イメージコンサルタント
■カラープランナー
■英国オーラソーマ社公認

カラーセラピスト・ティーチャー
■AFT１級色彩コーディネーター

色のカリスマ 柏村社長色のカリスマ 柏村社長

２．カラースクール

・カラーコーディネーター/イメージコンサルタントコース

・オーラソーマ®ライセンスコース
111本のカラフルなボトルが美しい人気のオーラソーマ。
イギリス本校のカリキュラムをそのまま再現した授業で英国
ライセンスが取得できます。

1987年より、パーソナルカラー界の草分けとして活躍ののち、
1995年「カラフルK」を設立。

一流ホテル、百貨店のブライダルフェア、各種イベント等でカラーセミナー、
パーソナルカラー診断及びコーディネートアドバイス、カラーセラピーカウン
セリング等を実施。大手カルチャーセンターのカラーセミナー講師、専門学校
で福祉住環境コーディネーター科、DTPクラス等の色彩学、ブライダルプロ
デュース科講師をつとめる。

一方、高齢者福祉施設、マンション等の色彩計画を実施。 スクールでの授業内
容は生徒からも楽しく、分かりやすいと定評。

一方、英国オーラソーマ公認カラーセラピストティーチャーライセンスを海外
においてオーラソーマ代表マイク・ブースの直接指導のもと取得。

現在、カラープランナー、カラーセラピストとして全国各地でセミナーや講演
活動をはじめ多方面で活躍中。

カラフルK 代表取締役 柏村 かおり樣のプロフィール

３．パーソナルカラー診断
オーラソーマカウンセリング

ご自分の似合う色がわかる「パーソナルカラー診断」
や選んだボトルから自分自身を知る「オーラソーマカ
ウンセリング」が受けられます。

＊他にも受験対策講座や１日講座、体験クラス等、各種講座が
用意されています。

パーソナルカラー（似合
う色）、インテリア、
ファッション、ブライダ
ル、商品開発、ディスプ
レー、会場コーディネー
ト等様々な分野において、
効果的な色の選び方や組
み合わせ方法を学ぶこと
ができます。
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お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２１７

「ダートスポーツ」や「カスタムバーニング」等、人気の月刊バイク雑誌5誌を発行する
造形社樣から、あなただけのフォトブックをつくる「ＭｙＢｏｏｋサービス」をご案内させ
ていただきます。会社のイベントや社内行事の思い出をフォトブックにしませんか？
もちろん、カタログ・パンフレット・写真集など使い方は自由自在。雑誌作りのプロが、
レイアウト・デザインから制作いたします。

造形社 MyBookサービス

http://www.zokeisha.co.jp/

★サイズ 160mm×160mm ★オールカラー 100冊

★価格

他ページ数も承りますので、まずはご相談ください。

¥29,800 ¥49,8008P 16P仕
様

作
り
方

写真を選ぶ※

文字を書く
造形社に送る フォトブック完成！▶ ▶

※デジタルデータ推奨（jpg形式）。
プリントアウトした写真でも可能ですが
別途デジタル化費用がかかります（1枚1,000円）

最短２週間であなたのお手元に!!

今ならフォトブックから
本格的な本づくりの詳細が書かれた
パンフレットを無料配布中!!
ご興味を持たれた方は
ぜひお問い合わせください。

お問い合せはこちらまで フォトブック事業部 MAIL book@zokeisha.co.jp

TEL 03-3380-1061 FAX 03-3380-1016 URL http://www.zokeisha.co.jp

株式会社 造形社

東京都中野区中央5-2-2
TEL 03-3380-1061
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お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２１８

La Pecora Nera.（ラ ペコラ ネラ）は、ACCHITO.（アキート）樣が運営されているイタリ
アファッションを中心としたインポート・セレクトショップです。社長自ら現地に買い付け
に行っていらっしゃるので、上質で着心地の良いものを自信を持って提供されています。

店舗は、多くのインポートブランドショップが立ち並ぶいま注目のエリア、南青山の通称
「美術館通り」に面しており、ちょうど根津美術館の直ぐそばにあります。ぶらぶらとお散
歩がてら、ぜひショップを覗きにお越しください。

取扱いイチオシブランド取扱いイチオシブランド

（運営）株式会社ACCHITO.（アキート）

東京都港区南青山6-4-14 イノックス青山1F
TEL 03-5784-6789

その他 取扱いブランド

Braccialini(ブラッチャリーニ)
Bonfanti(ボンファンティ) 
STOKTON(ストックトン)
Panna e cioccolate(パンナ エ チョコラート)
Sorelle Vermigli (ソレッレ ベルミグリ)
MAFER（マフェル) 、 GAVI PELL(ガビペリ)
MARTINA CAPONI 、 CASTELLARI
L’AURA 、Materia Prima etc…

ACCHITO.樣は、「BREBIS NOIR」「S.O.S.」
「TONI PONS」の3ブランドについて、日本で唯一の
公認総代理店をつとめられています。

お得情報！お得情報！

フォーバルからの紹介で
割引特典！！

お気軽にご相談ください

BREBIS NOIR（ブレビ・ノアール）

ITALIA・BUSTOにて創業のブランドです。
ブランド名からも分かるとおり、「黒い羊」。
ヨーロッパでは、「由緒ある一族のなかに、一人
変わり者が居る」ことを指しますが、この
「BREBIS NOIR」は、ファッションの世界にお
いて、人とは違う唯一のファッションを提案した
い、、、というデザインチームの強い想いから命
名されました。フレンチスピリットをイタリアン
デザインと高水準のプロダクトによって表現して
います。
どこかフレンチトラッドの匂いを感じさせながら
も、それはまさにミラネーゼスタイル。
「 BREBIS NOIR」は、大人の女性のための
リッチカジュアルを提案し続けていきます。

TONI PONS（トニー・ポンズ）

1946年にSPAIN・CATALUNYAで創業した
ブランドです。
ESPADRILLESとBOOTS専業メーカーであり、
ゴムソールについては、すべて廃棄タイヤをリサ
イクルして製作しているエコロジーカンパニー。
ハイクオリティーでありながらコストパフォーマ
ンスに優れており、足元のおしゃれを存分に楽し
むことができます。

S.O.S.（エス・オー・エス）

S.O.S. ORZA STUDIOは、ジーンズの分野で
30年間の経験があるイタリアブランドです。
このブランドの成功は上質感、着心地の良さ、そ
してS.O.S.を身に付けた女性をセクシーに見せる、
そのスタイルにあります。
特徴的なウォッシュ加工技術とアクセサリーのよ
うなスワロフスキージュエルボタン使いをトレー
ドマークとして上品な表情を演出します。

08



英会話カフェ コムイン

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２１９

英会話カフェ コムイン樣は、外国人スタッフを中心にコーヒー
などを片手に英会話を楽しみながら練習できる場所です。

テーブルはレベルごとに分けられており、 英会話を始めたばか
りの初級の方から、海外旅行などで多少は話せる方、留学経験があ
り流暢な上級の方まで、どのようなレベルの方にも対応しています。
英検やTOEICの高得点は持っているけど、スピーキングがなかなか
上手くならないという方などにも最適です。

英会話力の上達には“とにかく話すこと”が不可欠。いつご来店い

ただいても外国人スタッフがいるコムイン樣でブラッシュアップし
ましょう！
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英会話カフェ以外にご希望に応じてプライベートレッスン
も行なっています。目的に応じてご希望のレッスンを受講
することができます。

パーティ風景

東京都渋谷区恵比寿南1-3-9 新井ビル5F
TEL 03-3710-7063 http://www.cominn-jp.com/

英会話カフェ コムイン

ＡＣＣＥＳＳＡＣＣＥＳＳ

JR恵比寿駅から徒歩2分

JR恵比寿駅西口を出ると斜め左方向に
ドトールコーヒーと三井住友銀行が見えます。
その間の通り（恵比寿銀座商店街）を100m
ほど行くと魚民さんの看板があります。
そのビルの５Ｆです。エレベータをご利用ください。

コムインのパーティー

コムイン様では毎月2回（第1土
曜・第3金曜）、インターナショ
ナルパーティーを開催されてい
ます。

プライベートレッスン

英会話講師の企業派遣

日常英会話・ビジネス・トラベル・試験対策など

ビジネスにおいて社員の英語教育が必要な場合は、コムイ
ン様の講師企業派遣をご利用ください。



各種コース各種コース

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２２０

渋谷校のご案内渋谷校のご案内

代表取締役 山崎 勝一郎
東京都渋谷区神南1-10-7第2工業ビル5F
TEL 03-6825-8139 http://www.isaac.gr.jp/shibuya/

アイザック 渋谷

“人材”を“人財”へ…ますます加速化する国際化の世界にあって、

今まさに必要なのは国際感覚を兼ね備えたコミュニケーション力です。
・海外赴任先での業務や生活に支障がないようにしたい…
・現地スタッフと摩擦を生むことなく、円滑に業務を進めたい…
・意思伝達や交渉の場でのすれ違いや誤解を生じさせることなく、

的確に自分の意思を伝えたい…
・語学力と国際感覚を備えた企業の将来を担う人材を養成したい…
このような企業が抱えている課題を解決し、グローバルビジネスを

成功させる鍵は人材育成にあります。アイザック樣の企業研修プログ
ラムでは、単に語学を習得するだけではなく、優れた国際感覚や自己
表現力、異文化を理解できる包容力を兼ね備えた、世界で通用する
『人財』を育成するため、多彩な研修プログラムを用意されています。

アイザック様では、「海外赴任のための事前準備」
「TOEIC攻略」など、受講者の目的に合わせ多彩な
レッスンを用意されています。

近年は、英語だけでなくＢＲＩＣｓ等も需要が高
まっており、30カ国もの言語に対応されています。

アイザック樣の指導力を端的に表す数字を1つ紹介
させていただくと、これまで1，480名もの客室乗
務員合格者を輩出されているそうです。（アイザッ
ク エアラインスクール - キャビンアテンダント・
グランドスタッフ計 2012年8月11日現在）その
合格率はなんと９０％以上。1校あたりの合格率で
は業界NO.1を誇っています。

これからビジネスで語学が必要な皆さん、ぜひアイ
ザック様にご相談ください。

短期上達TOEIC®コース
TOEIC®専門講師が試験で求められる主要

5技能（語彙・文法・読解・速読・リスニン
グ）・問題特色などレベル別の攻略法を指導しま
す。成果が点数に出るやりがいあるコースです。

30カ国プライベートレッスンコース
他の生徒を意識することなく、分からないことや
疑問点は何度でも質問することができます。日本
語が堪能なネイティブ講師なので、初めて学習さ
れる方でも安心して確実に学ぶことができます。

法人向けマナー講座・語学レッスン
企業にとって必要なプログラムは一様ではありま
せん。企業様ごとのニーズに合わせたプログラム
をカスタマイズすることで、時間、コスト、そし
て効果も向上します。

東京都渋谷区神南1-10-7 第2工業ビル5F
TEL 03-6825-5139
E-mail shibuya@isaac.gr.jp

JR渋谷駅から徒歩6分
無料体験レッスンも実施しています！
お気軽にご相談ください
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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　大河内　由紀

会計参与
弁護士シリーズ  第 36回

03-4577-0757http://www.avance-lg.jp/
〒163-1128　東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー28階アヴァンセ　セミナー

会計参与は、株式会社とりわけ中小企業の会社の計算の適正化を促
進するという趣旨の制度です。そのため、中小企業の経営者にとっ
て、役立つ制度ではないかと思い、今回取り上げることとします。

ＴＯＰＩＣ

　会計参与とは、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成
する者をいいます（会社法３７４条１項）。
　監査役や会計監査人が取締役の作成した計算書類等を第三者的な立場から監査し、その結果を監査報告の形
で株主らに報告するにすぎないのに対し、会計参与は、計算書類の作成に取締役と同等の立場でかかわる点で、
両者は異なります。
　会計参与の特色としては、まず、比較的低コストで導入が可能という点が挙げられます。
　また、会計の適正化が実現されることが期待されます。会計参与に任務懈怠等があった場合、会社及び第三
者に対する損害賠償責任を負い（会社法４２３条、４２９条）、対会社責任は株主によって追及されることがあ
ります（会社法８４７条）。そのため、税理士等が会計参与に就任すれば、会計参与に就任しない場合と比較して、
より注意を尽くして計算書類の作成を行うことが期待されます。そのことにより、中小企業の計算書類の信憑
性が高まるのであれば、中小企業が銀行等から融資を受けるときに、会計参与をおかない場合よりも有利な条
件での与信を受けられる可能性があるでしょう。
　さらに、任意設置機関であるという特色が挙げられます。会計監査人制度が一定の財産規模を有する株式会
社について強制的に導入されることが予定されているのに対し、会計参与は、非公開会社において監査役を設
置しない場合を除き、原則としていかなる類型の株式会社においても設置が強制されません。このような設置
強制がされない点については、中小企業の会計の適正化という目的を達成するのに適当かという疑問がないわ
けではありません。しかし、会社代表者による個人保証が常態化している我が国の現状
からすれば、追加的なコストを支払ってもなお、自らの会社の信頼性を保証することに
意義を見出す会社のみに、会計参与の設置という選択肢を与えるという立法にも合理性
があるという考え方もあります（郡谷大輔＝岩崎友彦「会社法における債権者保護（下）
商事１７４７号１９頁」）。　　
　加えて、会計参与は、計算関係書類を承認する取締役会に出席する義務があります（会
社法３７６条）。会計参与が出席する義務を負う取締役会とは、計算書類及びその附属
明細書を承認する取締役会、臨時計算書類を承認する取締役会、連結計算書類を承認す
る取締役会です。これらの取締役会において、会計参与は、取締役ではないことから、
議決権を有するわけではありません。しかし、会計参与が承認しない計算関係書類は、
会計参与との共同作成にかかる計算書類とはいえず、監査役、会計監査人や株主総会に
提出することはできません。なお、計算関係書類を承認する取締役会においては、会計
参与は必要があると認める限り意見を述べなければなりません（会社法３７６条１項後
段）。
　会計参与は、業務監査権限を有さず、取締役の不正を発見する積極的な義務を負うも
のではありません。しかし、会計参与が計算書類の共同作成等の職務を遂行する過程で、
取締役の不正の行為等を発見することはあり得ることです。そのような場合、会計参与
は、取締役の不正の行為等について、株主等に報告する義務があります（会社法３７５
条）。会計参与には、会社の業務執行の適正を確保する役割が与えられているというこ
とです。
　会計参与は、比較的新しい機関であり、今後の導入状況等が楽しみな面があります。
会社の信頼性を保証したいという中小企業経営者は、その導入を検討してみてはいかが
でしょうか。

おおこうち　よしき

大河内　由紀

弁護士

依頼者の方の話に十分
耳を傾け、自身の知識、
経験その他の能力を総
動員した上で、ベスト
な解決を目指していき
たいと思います。しっ
かりとした信頼関係を
築けるよう尽力します
ので、お気軽にご相談
下さい。

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TEL03-4577-0757に
直接ご連絡をお願いします。



①神奈川県小田原市／auショップ、法人ケータイ営業

営業代行を依頼したい！
小田原市、秦野市の法人様向けケータイ電話の営業
を代行していただける業者さんありませんか？
成功報酬型で依頼したいです。

フォーバル担当：久保 智宏

①神奈川県小田原市／auショップ、法人ケータイ営業

派遣会社を紹介してください
小田原市、秦野市のauショップです。

ショップスタッフの採用が上手くいかず、派遣会社さんの
お力を借りられればと思います。
秦野、小田原周辺に強い業者さまのご紹介を
お願いいたします。

フォーバル担当：久保 智宏

③東京都新宿区／飲食店

ワイン・野菜を
安く卸して欲しい！
都内で飲食店を経営しています。
在庫過多のワインを安く販売していただける
会社様、またワインを安く卸していただける
会社様を探しております。
また、野菜の方も安く卸していただける会社様を
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：大野 文子

④東京都中央区／小売業

リサイクル業者様
回収をお願いします
システムダイアリーを販売しております。
大量にある在庫を一掃したいのですが､お金がかか
らないようにしたいです。
リサイクル業者様でお引取りいただける業者様を
探しております。

フォーバル担当：椛澤 昌浩

⑤東京都台東区／各種軟質プラの卸、製造販売

PVC原反など滞留在庫の買取をお願いします
PVC原反の滞留在庫がありまして、まとめてお買い取りをしてくれる企業様を探しております。

（全国発送します）

透明生地 グレー、レッド、グリーン
厚み0.5mm 硬度580 巾915ｍｍ 巻数30ｍ 数量20本

ポリエステル長繊維不織布も同様に買取募集しております。
ボランス4172P 巾1020mm 厚み1.21mm 巻数200ｍ 数量4本+α

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

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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⑥東京都千代田区／出版社

褒章品、記念品を
企画・製造していただける
業者様探しております！
今回、出版している雑誌が一般社団法人の平成
23年度協会賞の著作賞を受賞いたしました。

それに伴い、賞金などを使い、出版に携わった
技術者へ褒章品を配りたいと考えております。
品物を探して記念の文字を入れてしまうより、
変わったものができないかとも考えておりますが、
このような記念品、グッズなどを企画提案している
業者さんをご紹介いただけませんでしょうか。

ロットは40～50、1個あたりの金額は5,000円程度
で想定しております。

フォーバル担当：川上 裕司

⑦東京都港区／家庭用電気機械

人口大理石の端材を
何か転用したい！
米国のデュポン社が世界で最初に開発した、日本で
は人工大理石と呼ばれている素材の加工から施工
まで行っている会社です。
キッチンの天板等でよく使われる素材ですが、現状、
加工の際に出る端材を費用を掛けて廃棄している
状況です。
素材としては良いものであるので、何かに転用でき
る会社・アイデア等があれば紹介して欲しいです。
素材として一番出る大きさは、縦・横・厚みで、
600mm・500mm・10mmです。

フォーバル担当：笛田 洋一

⑧東京都港区／デザイン業

ホームページでPDFを掲載している会社様へ朗報です！
ホームページにPDFを掲載する際、ファイルサイズが大きくて表示が重くなってしまった経験はありませんか？
商品カタログをPDFで掲載したい・・・そんなご要望にお応えする、PDFデータを軽くするソフトを開発いたしました。

お困りの方、ぜひ一度ご相談くださいませ。

フォーバル担当：斉藤 翔太

WEB版コーレアでは
お仕事情報のリアルタイム検索が
できます！

掲載のご希望やお仕事のオファーは、
定期訪問させていただいております
弊社の情報通信コンサルタントへ
お声がけください。
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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、

高齢者・障がい者をサポート

きずなの会 東京

埼玉所沢支局 １０／１７ ＯＰＥＮ！

NPO法人きずなの会 東京
東京都豊島区西池袋2-29-19 池袋KTビル2階
TEL 03-5911-3400 http://www.kizuna-tokyo.com

情報をご紹介しております！

子どもが遠方で暮らしていたり、近くにいても疎遠で
あったりと、現代の家族関係は複雑化しており、
ご親族の面倒を最期まで見ることが難しい時代とな
りました。入院の手続きや治療費の支払い、入院中
や退院後のお世話など、様々な理由によりご対応で
きない場合が多いようです。

きずなの会は、そうしたご親族の代わりに身元保証
人となり、日常の生活から緊急時の対応まで、その
方を生涯にわたって支援しております。

病院や役所関係者の方々、身元保証人でお困りの
主に高齢者の方からのご相談をお待ちしています。

誰に、何のために見せるのか

最後まで見てもらえる、

心にささる映像を制作しております。

特許・実用新案取得済の

販促プロモーションをフル活用

スーパー販促の悩みを解決！

現場を知りつくした販促サポートのNBSキオスク＆
サービスでは、これらの課題を解決できる独自の販促
サービスを開発しました。より強い経営を実現させる
ために、実用新案登録済みのオリジナル販促メソッド
をぜひご活用ください！

《NBSキオスク&サービスの特徴》
1.少ない予算でも来店数を増やすこととができます
2.成果を具体的な数字で確認することができます
3.価格競争から抜け出せます

株式会社NBSキオスク＆サービス
東京都品川区大崎5-1-11 住友生命五反田ビル
TEL 03-5745-0336 http://www.nbs-ks.jp

ネヴァーストップ株式会社
東京都港区赤坂8-12-25 ミルーム乃木坂109
TEL 03-6434-0151 http://www.never-stop.com/

きずなの会 東京

NBSキオスクネヴァーストップ

売りたい 買いたい ＰＲ情報

主要テレビ局の番組制作を手がけてきた私たちが、
御社の映像を制作いたします。

私たちネヴァーストップは、30年以上にわたりテレビ

番組制作を行ってきたことで、独自の強みを確立いた
しました。これらを存分に発揮することで、皆様のご希
望にそった、「成功する映像制作」を実現いたします。

会社案内、商品紹介、セミナーだけでなく、弊社では
『ドラマチック人生』と称した自分自身の人生を未来に
伝え残してゆくドキュメント映像制作やサイネージ
広告映像制作など、時代やお客様のニーズに即した
提案を常に
行っており
ます。

お気軽に
ご相談
ください！！

CorreaCorrea
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皆さん！お盆休みも終わり、また忙しい毎日が始まっていることと思います。

さて、今月からはそんな日々の仕事をよりスムーズに進めることのできる、

仕事効率化のためのアプリをタイプ別にドシドシご紹介していきます！

おすすめApp、是非ダウンロードして使って見てください。

次回もビジネスAppをご紹介します！

どうぞお楽しみにー★

※iPadは、Apple Inc.の商標です。

te.to.te

★会議、打合せなどに
★複数人と資料共有、
同時編集ができる

PDF、画像など
GoogleDocs連携

fring

★会議、打合せなどに
★最大4人まで、テレビ会議

FaceBook

★交流・宣伝・情報収集に
★会社のページを作ることが
できる

使い方はいろいろ

Flipboard

★交流・情報収集に
★自分専用の雑誌を作る
感覚で必要な情報を
整理することができる

Map＋

★オリジナル地図作成
★全ての顧客情報を
マップ上で一元管理

連絡先＋

★連絡先グループ管理
★iCloud上の連絡先の
グループ作成

名前変更、メールの一斉送信
が可能に

CamCardHD

★名刺管理
★名刺画像を自動認識して
即データ化
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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

継続開催決定！
継続開催決定！

99/2/211（金）
【【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 9月21日(金) 16：00～18:00 （15:30～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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大久保秀夫 経営塾
～「やり方」経営から「在り方」経営へ～（第9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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今回も「時間の使い方」をテーマにお話します。私のスケジュール帳は、種類毎に全て色分けされています。
「外出」「来客」「会議」、全て色が違いますので、一目瞭然。基本的に朝から順番に、優先度の高い順に
ビッシリ詰めていきます。その際、前後のスケジュールを全く空けません。３０分、１５分でも空いていると、
秘書に調整を指示します。なぜかというと、中途半端な空き時間では、何もできないからです。あるいは、外
出しなければいけない案件がある日は、できるだけ他の外出案件とあわせるようにしています。その１件のた
めだけに往復をしていたら、１時間も無駄にしてしまうからです。こうしたことをしっかり徹底することに
よって、時間効率が全く変わるのです。

あとは、最近は海外との仕事も増えていますので、少し前まで英会話を習っていました。なかなか普段は時
間がありませんが、月曜日はいつもより少し早い７時過ぎに会社に着き、７時半には英会話の先生に出張レッ
スンに来てもらっていました。８時半には終りますので、そこからは普段通り仕事に入ることができます。当
然、予習・復習をした上で臨んでいましたので、当初予定していたよりも少ない回数でコースを修了させるこ
とができました。すなわち、時間の「ある」「ない」ではないのです。時間を作っているのです。ですから、
私はいくら忙しくても、英語の勉強まですることができたのです。

このように朝の時間を上手く使ったり、スケジュールをキッチリ詰めたりするだけで、どれだけ時間効率が
違うと思いますか？「◯◯する時間がない」という人は、結局、時間をダラダラ過ごしているだけなのです。
成功している経営者は、皆さん本当に上手く時間を使っています。たとえばある社長は、１日の時間を①「情
報をインプットする時間」、②「情報をアウトプットする時間」、③「考える時間」、④「寝る時間」と、４
分割して整理することで、時間を上手く使っているそうです。忙しければ忙しいほど、時間のやり繰りがもの
すごく大事になると思います。

経営者は朝型の方が多いので、ぜひ夜の時間の使い方について考えていただきたいと思います。朝早く会社
に出るという方は、夜は絶対に時間が空くはずです。その空いている時間に、皆さんは普段、何をされていま
すか？何か習い事をされている方はいらっしゃいますか？自分のためなのですから、何時からでも仕事が終
わってから勉強しに行けばいいのです。１８時に終わって、普通に家に帰っているようでは、ただのサラリー
マンですよ。皆さんは経営者です。しかも、「まだまだ不十分だ」というのであれば、夜の空いた時間を、
「人と会う」「会合に行く」「勉強する」ということに使うべきではありませんか？

私も最近でこそ早めに帰ることもありますが、会社を始めてから２０年近くは、毎日、家に帰るのは深夜を
回ってからでした。これは私の友人の経営者も皆さん同じです。そういう人間は、何をしているか知っていま
すか？夜、人と会っているのです。だって、人と会わずに情報が取れますか？人脈が広がりますか？昼間の本
業の中で会える人は、ある程度限られてしまいます。人脈は夜作るのです。情報は、そこから仕入れるのです。

私は１８時から３時間を人脈作りに使っています。６日間
では１８時間になりますから、１カ月では７２時間にもなり
ます。７２時間ということは、１日８時間労働している人の
９日分になりますから、月に３０日、つまり普通のサラリー
マンの１．５倍は働いているという計算です。これが積み重
なっていくと、１０年経つと５年分もの差ができるというこ
とです。この差が、人脈の差になるわけです。１８時で終
わったからといって、遊んでいたり、ボケーと過ごしていた
りしていては駄目なのです。私のように、「英語を話せるよ
うになりたい」と思ったら、朝でも夜でも使って、一生懸命
勉強すればいいのです。結局、その気があるか？ないか？そ
れだけの違いなのです。

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。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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クレーンの日

1980年、日本クレーン協会とボイラ・クレーン協会が制定
1972年に「クレーン等安全規則」が公布されたことを記念

30 日

(日)

老人の日

「祝日法」の改正によって「敬老の日」が9月第3月曜日と
なったのに伴い、従前の敬老の日を記念日として残した

15 日

(土)

クリーニングの日

1982年、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会が制定

「ク(9)リーニ(2)ング(9)」の語呂合せ

29 日

(土)

1960年/漫画家：きうちかずひろの誕生日

1972年/歌舞伎役者・俳優：中村獅童の誕生日

1981年/女優：安達祐実の誕生日

14 日

(金)

パソコン記念日

1979年、日本電気がパーソナルコンピュータPC-8000
シリーズを発売し、パソコンブームの火附け役となった

28 日

(金)

1503年/ミケランジェロが「ダビデ像」の制作を開始

1975年/警視庁が要人警護部隊（ＳＰ）を創設

1985年/「スーパーマリオブラザーズ」発売

13 日

(木)

世界観光の日

世界観光機関(WTO)が制定

加盟各国で観光推進のための活動が行われる

27 日

(木)

公衆電話の日

1900年、日本初の自動公衆電話が、
東京の新橋と上野駅前に設置された

12 日

(水)

ワープロ記念日

1978年、東芝が世界初の日本語ワードプロセッサ
「JW-10」を発表したことに由来

26 日

(水)

警察相談の日

1999年、警察庁が制定
警察への電話相談番号「#9110」から

11 日

(火)

1968年/俳優：ウィル・スミスの誕生日

1970年/プロレスラー：アジャ・コングの誕生日

1990年/フィギュアスケート選手：浅田真央の誕生日

25 日

(火)

カラーテレビ放送記念日

1960年のこの日、5つのテレビ局が
カラーテレビの本放送を開始した

10 日

(月)

畳の日

全国畳産業振興会が制定
い草の緑色から制定当時「みどりの日」であった4月29日と
「環境衛生週間」の始りであり「清掃の日」である9月24日

24 日

(月)

菊の節句，重陽の節句

奇数は陽の数であり、陽数の極である9が重なることから
「重陽」と呼ばれる。非常にめでたい日とされ、邪気を払い
長寿を願って、菊の花をかざったり酒を酌み交わして祝った

9 日

(日)

不動産の日

1984年、全国宅地建物取引業協会連合会が制定

「ふ(2)どう(十)さん(3)」の語呂合せから

23 日

(日)

国際識字デー(International Literacy Day)

1965年、世界文相会議でイランのパーレビ国王が軍事費の
一部を識字教育に回すことを提案したことを記念して制定

8 日

(土)

カーフリーデー

都市生活と車の使い方の問題について考える日
世界の約2000都市で、都市中心部への通行規制が行われる

22 日

(土)

ＣＭソングの日

1951年のこの日、初めてCMソングを使った
ラジオCMがオンエアされた

7 日

(金)

世界アルツハイマーデー

アルツハイマー病及び関連の諸障害に関する世界的普及を図
るとともに、地球規模での理解と把握につとめ、患者と家族
への支援を推進するための努力と働きかけを行う日

21 日

(金)

クロスワードの日

クロスワード作家・滝沢てるお氏の提案により
『月刊クロスワードハウス』等を発行していた
廣済堂出版が制定

6 日

(木)

バスの日

1903年に日本で初めての営業バスが京都市内を走った
1987年、日本バス協会が制定

20 日

(木)

1958年/クックが洋上からニューカレドニアを発見

1905年/ポーツマス条約が締結され、日露戦争が終結

1977年/王貞治に初の国民栄誉賞が贈られる

5 日

(水)

朝日健太郎選手の誕生日

フォーバル所属のビーチバレーボール選手
北京・ロンドン五輪に日本代表として出場

19 日

(水)

1981年/歌手・女優：ビヨンセの誕生日

1981年/演歌歌手：ジェロの誕生日

1981年/日本テレビアナウンサー：桝太一の誕生日

4 日

(火)

フォーバル創立記念日

1980年、フォーバル（当時は新日本工販）が設立
おかげさまで、今年で創業32周年を迎えます

18 日

(火)

ベッドの日

日本ベッド工業会が制定
「グッ(9)スリ(3)」の語呂合せ

3 日

(月)

イタリア料理の日

日本イタリア料理協会が制定。イタリア語で「料理」を意味
する「クチーナ（CUCINA）」を917と読む語呂合わせ

17 日

(月)

くつの日

1992年、婦人靴専門店「ダイアナ」が制定

「く(9)つ(2)」の語呂合せ

2 日

(日)

競馬の日、日本中央競馬会発足記念日

1954年、農林省の監督の下で日本中央競馬会(JRA)が発足
それまでは、農林省蓄産部が運営する国営競馬だった

16 日

(日)

マテ茶の日

日本マテ茶協会が制定。マテ茶の生産国・アルゼンチンで
この日にマテ茶の収穫祭が行われることから

1 日
(土)

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９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

では、いきなり問題です。「 クッキー 」と「 ビスケット」、さてこの２つの違いはなんでしょう？
料理のサイトなど見ると、日本語の中では、水分やバターが少なく硬めのものをビスケット、やわらかめの方をクッキーとす
る分け方もあるようですが．．．正解は、アメリカ英語（クッキー）とイギリス英語（ビスケット）という違いであって、両
者は同じもののこと！ （ちなみに、アメリカで、ビスケットというと、ケンタッキーで売っているあの大きめのスコーンのよ
うな甘くないものを指します。）両方の言葉が、日本語に入ってきていたんですね。

ただ、実は、私達、日本の学校ではアメリカ英語を教えられて育った人がほとんどのため、単語的には、アメリカ英語のもの
に耳慣れていることが多いのです。

以前、イギリス人の友人とごはんを食べに行き、食後に友人が「puddingを食べましょう。」と言うので、プリンを食べたい
んだと思い、
私「メニューにプリンなんてないよー。他のものを食べたら？」
友人「ん？ メニューに、puddingのってたよ。」
私「ないよ？？？」
という会話になり、お互い意味がわからず．．．

そう、イギリス英語で、「pudding」は、アメリカ英語の「dessert」のことだったんですね～！
なので、友人は「デザートを食べよう。」と言っていたのでした。

他にもアメリカ英語とイギリス英語の違いの例があるので、見てみてくださいね。

アメリカ英語 ： イギリス英語
１階 first  floor ground floor
エレベーター elevator lift
フライドポテト French flies chips
往復切符 round trip ticket return ticket
ゴミ箱 trash can dust bin
サッカー soccer football

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、「アメリカ英語とイギリス英語」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/

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。チラシやパン
フレットも承っております。

ご連絡お待ちしております！

E-Mail
pukuchanel@jcom.home.ne.jp

ホームページ「楽描屋 からりあん」
http://members2.jcom.home.ne.jp/puku
chanel/

作品集サイト
http://photofriend.jp/album/list/53950/

イラストレーター

福島 康子
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