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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！！

ＣＡＳＥ
２２１

都市ネット樣は、交通計画や都市計画にたずさわる方はもちろんのこと、社会・経済全般
にわたるコンサルティングを行う方々のために、様々な調査手法と豊富な経験を生かし、
良質で正確な情報を提供する調査会社としての活躍だけでなく、近年のエネルギー事情を
踏まえ、自然環境に貢献するための環境事業にも注力・展開されています。今回はこの環境
事業の中から、優れた遮熱効果と耐久性を実現した無公害の水性常温乾燥型コーティング
材・セラミックコート「SE40」を紹介させていただきます。

SE40

東京都目黒区上目黒1-1-5
TEL 03-3760-9384
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セラミックコート「ＳＥ４０」とはセラミックコート「ＳＥ４０」とは

塗るだけで夏は涼しく、冬暖かい 快適な室内環境を実現！

「SE40」は、水性特殊シリコン樹脂エマルジョンをバイン
ダーとして、ＮＡＳＡ（米国航空宇宙局）で研究開発された
耐熱技術を応用した微小中空セラミックバルーンと熱反射機
能顔料・高機能遮熱性リン片状粉体を併用することによって、
優れた遮熱効果と耐久性を実現した無公害の水性常温乾燥型
コーティング材です。

また、シリーズ商品として、バイオテクノロジィー技術を応
用した酵素分解機能を付加。消臭、抗菌、抗酸化効果目的の
室内塗料の他、高温耐熱水性塗料、溶剤型の高耐熱性特殊断
熱コーティング材なども取り扱われています。

【用途】市庁舎、病院、工場、個人住宅などの建築物、企業の熱源設備機器・プラント類の省エネ対策
【販売実績】病院、介護施設、幼稚園、日本飛行機、大和製缶、カゴメ、トヨタ、三菱電機、エプソン、個人など
【事業概要】遮熱塗料・高反射率塗料、断熱塗料、内装仕上材及び二次製品の研究開発・製造・販売・施工
（セラミックコート「ＳＥ４０」の総発売元は、日本テレニクス株式会社です）

セラミックコート「SE40」に興味を持っていただいた皆さま、ぜひご来場ください。

【開催日】平成24年11月15日（木）10:00～17:00
【開催場所】新宿ＮＳビル地下1階イベントホール 東京都新宿区西新宿2-4-1  TEL 03-3342-3755

【主催】西武信用金庫/一般社団法人首都圏産業活性化協会
【協賛】三条信用金庫
【後援予定】経済産業省関東経済産業局 独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部 東京都 山梨県

東京都商工会連合会 公益財団法人東京都中小企業振興公社多摩支社 各商工団体 各市町村 各新聞社 他

屋上・外壁の遮熱 作業性に優れています 放熱防止・火傷防止



お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２２２

株式会社プラッツ

東京都世田谷区下馬1-56-13 RESEIN1F
TEL 03-5433-0780

「花束」や「アレンジメント」だけがフラワーギフト
ではありません！

特別な方への贈り物やサプライズプレゼントなどで、
ちょっとかわったお花のギフトをお考えの際には、
ぜひプラッツ様にご相談ください。

女性が思わず『キュン♪』となるようなプランを
ご提案いただけます。

エレガントな薔薇風呂はギフトに
ピッタリ！もちろんご自分への
ご褒美としてもおすすめです。

エディブルフラワーは、一緒に
お召し上がりいただくのに 適な
チーズとのセットもご用意！

エディブルフワラーは、レストラ
ンやウェディングケーキ制作など、
多方面で利用されています。

ホームページでは、パーティーな
どで大活躍の、エディブルフラ
ワーを使ったレシピを公開中です。

安心＆安全の無農薬！
契約農家にて栽培されています

肌に直接触れる薔薇風呂、食べ物としてのエディブ
ルフラワーだから、栽培には細心の注意が払われて
います。主に防虫・防護には自然界に存在する生物
を使った薬品を使っているので、人体への影響も
ないそうです。また、品質保持のためにも、特別に
契約した農家でのみ、栽培が行われています。

プラッツオンラインショップ

エクステリア＆ガーデンショップ

プラッツ［下馬店］

東京都世田谷区下馬1-56-13 RESEIN1F
TEL 03-5433-0780 FAX 03-5433-0781
E-mail info@platz.in

http://platz-shop.in/

お買い物
お問い合せは
コチラから！
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エディブルフラワー

減農薬で栽培された、厳選した薔薇のみを

箱いっぱいに詰め込んだ「薔薇風呂」。

大手化粧品会社とのコラボ商品で、

クリスマスコフレギフトとして大好評に。

薔薇風呂

「エディブルフラワー（食用花）」の魅力を

１人でも多くの方に知っていただけるよう

商品のご紹介、イベント等を行なっています。



お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２２３

アトム スピーカー

株式会社アトム様は、株式会社エフ・ピー・エス様が
製造するMCMA平面波スピーカーを販売されています。

通常のコーン型スピーカーにはない多くの特徴が高く
評価され、自動車・駅・会議場・ホテルなど、音にこだ
わる多くの場所で採用が進んでいます。

株式会社アトム

千代田区神田小川町3-6-8
TEL 03-5283-7587
http://www.atom-ad.co.jp/

ＭＣＭＡ平面波スピーカー 導入事例ＭＣＭＡ平面波スピーカー 導入事例

Car FPS Car Audio System

スリムスピーカー

NEWハイブリッドスピーカー
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BM Series Train
FPS Car Audio System

JR、民鉄…。
120を越える
駅ホームで
稼働中

航行中の騒音に負けない
明瞭なサウンド

Marine

ＭＣＭＡ平面波スピーカーの特徴

鋭い指向性と
遠くまで聞こえる明瞭音

高い原音再生率

早い立ち上がり

ハウリングに強い

軽量・コンパクト
（極小化）

水に対する高い耐久性

音でお悩みの際は、
ぜひアトム様までご相談ください！

製造元：株式会社エフ・ピー・エス樣

トヨタ クラウン JR東日本 吉川美南駅

JR北海道 野幌駅 東京スカイツリー1F

衆議院本会議場 ホテル日本橋サイボー 秋葉原UDX
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お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２２４

スタジオ･ファンデーションズ樣で取り扱っている主なブランドを紹介いたします。
まだ日本では馴染みの少ないが、ヨーロッパで評価の高いタイのデザイナーズアイテムをいち早くご紹介。
若手クリエイターが創造する強烈な個性とインパクトを残す製品の中でも、
オリジナリティと高級感、何よりクライアントのコンセプトに沿ったアイテムをご案内されています。

内装仕上げ工事の企画、デザイン、設計のデザイ
ナー達が選ぶ本物の家具を、飲食店、レストラン、
ホテルなどの商業施設へご案内されています。

あなたのお店にも
「他とは違う演出」
「特別な空間」
「極上のひととき」
そんな場所を用意してみませんか？
よりお客樣に喜ばれる、求められる施設へと生ま
れ変わるでしょう。

インテリアコーディネートの枠に収まらない発想
と作業を、国内ではまだ希少な、ハイセンスで高
品質なアイテムと共に提供されています。

デザインへのこだわりデザインへのこだわり

家具へのこだわり家具へのこだわり

東京都渋谷区恵比寿1-22-3 #704
TEL 03-5449-7577
http://www.foundations.co.jp/

スタジオファンデーションズ

スタジオ･ファンデーションズ樣では、ホテ
ル、アミューズメント施設、サロン、飲食店
などの商業施設へ、家具、什器建材などを提
供するコントラクト事業を行っています。

独自性が求められる商業施設の中で、他社
にはないインパクトのある商品をクライアン
トのコンセプトに合わせてご案内します。
ぜひご相談ください。

for Restaurant

for Garden

主な取扱いブランド

－屋内及び屋外用家具

－屋外用家具

for Hotel

for Salon
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労働者派遣事業労働者派遣事業古物商リサイクル事業古物商リサイクル事業

建築土木内装解体事業建築土木内装解体事業倉庫一般荷役取扱事業倉庫一般荷役取扱事業

産業廃棄物収集運搬事業産業廃棄物収集運搬事業運輸事業運輸事業

代表者 江川 隆房
神奈川県川崎市幸区小倉3-20-32
TEL 044-589-0339

http://www.ryuseiline.co.jp/ 隆誠ライン

隆誠ライン樣は、一般貨物運送から産業廃棄物収集運搬などの運送事業全般に
対応する総合物流サービス企業です。全ての顧客第一主義を基本とされ、今後ますます
発展する国際化社会への対応、時代の変化の先取りなど、あらゆるニーズに対応できうる
組織づくりに取り組んでいらっしゃいます。

平成14年2月創業と、社歴はまだ浅いものの、全従業員が信用信頼と質の高いきめ細やか
なサービスを第一目標にされていらっしゃいます。これから激しい時代の流れの中で、
さらにお客様の要望を明確機敏に見極め、物流業界のパイオニアとして 高レベルの
サービスを提案・提供すべく日夜努力されています。

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２２５

適な車両と優れたドライバーで顧客の信頼に応えます。 産業廃棄物
を適切な方
法で、適正
な処理場へ
収集運搬い
たします。

配送から入出庫・在庫・情報にいたる業務を一括管理す
ることで、全体
物流の効率化
＝コストダウン
をはかります。

また、ご家庭の
不用品、家の
改築時の家具
などの保管、
作業、発送も
全て行います！

内装から解体まで、幅広い要望に応えます。

隆誠ライン樣では、自分に合った仕事スタイルで働き
たいという方をスタッフとして登録し、企業へ派遣さ
れています。男女ドライバー、倉庫内軽作業、事務職
スタッフ、リサイクル関係など実績多数。人材が必要
な企業は、ぜひご相談ください。
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どんなことでお困りですか？どんなことでお困りですか？

畑中工業樣は神奈川県を中心に25年間、マンション・集
合住宅の給排水工事に携わってきたプロ集団です。地域密
着、どんな小さな工事でも迅速対応をモットーとされてい
ます。もちろん大規模工事でも数多くの実績をお持ちです。
直結増圧給水切替、加圧給水ポンプ取替、排水管洗浄、

給水管洗浄、貯水槽清掃、更生工事等々、なんでもご相談
ください！特に得意とされている更生工事は、管を取り替
えることなく、わずか１日で管内をコーティングして再生
させることができます。

・築15年以上経っている
・赤い水が出てくる
・水漏れが増えてきた
・水の出が悪くなってきた

→こんな場合、更生工事が急務か
もしれません。畑中工業樣なら工
期はわずか一日。給水管の取り替
えと比べて大幅な費用削減が可能
です。

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２２６

株式会社畑中工業

代表者 畑中 理之
神奈川県横浜市西区伊勢町1-70 1F
TEL 045-241-1591
http://www.hatanaka-kogyo.co.jp/

畑中工業

・築25年以上たっている
・排水が詰まりやすい
・匂いがひどくなってきた

→こんな時、排水管にも更生工事
がお勧めです。 既設管の更新工事
に比べ、短期間、低コストです。

・水の衛生面が気になる
・省エネが気になる
・省スペース化をしたい

→受水槽を設置して給水を行って
いるビル・マンションを対象に、
配水管から直接給水する方式を導
入する工事です。

畑中工業様が選ばれる理由畑中工業様が選ばれる理由

→神奈川・東京を中心に、25年の
施工実績を誇る畑中工業様。この
経験を活かし、お客様に 適な工
法を提案されています。

→畑中工業様の営業は、施工もで
きる技術者さんばかり。工事のこ
ともすべて把握されていますので、
迅速な対応が可能です。

→どんな小さな工事もお任せくだ
さい。地元密着ならではの機動力
を活かし、迅速に対応されていま
す。
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お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２２７

洗練されたエレガンスこそ、
レディにふさわしい美しさ

ニーズの多様化が進む帽子の世界。
銀座ボーグ樣は、独自のデザインと

豊富な商品構成で、
お客様一人ひとりのニーズに対応できる
体制をととのえていらっしゃいます。銀座ボーグ

株式会社銀座ボーグ

東京都渋谷区恵比寿南2-1-5銀座ボーグ
TEL 03-3713-2175
http://ginza-v.co.jp/

本店 東京都中央区銀座5-6-14

TEL 03-3572-1901

営業時間 11:00～20:00

渋谷店 東京都渋谷区道玄坂1-2-2 渋谷東急プラザ4階

TEL 03-3463-3668

営業時間 10:00～20:00

蒲田店 東京都大田区西蒲田7-69-1 蒲田東急プラザ3階

TEL 03-3735-1910

営業時間 10:00～20:00

1932年創業の婦人帽子専門店です。

各デパート催事コーナーにて、
帽子作りの実演を行っております。

あなただけのお望みのお帽子を
オーダーでお作りいたします。

店舗紹介店舗紹介
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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、

廃車・事故車・格安板金のご相談は

プラスワンオートにお任せ！

スマートフォンにも対応開始！

株式会社プラスワンオート
千葉県野田市木間ヶ瀬3445-6
TEL 0120-568-901 http://www.plusone-auto.com/

情報をご紹介しております！

格安解体から高価買取りで、お客様の満足を勝ち取
ります。なお、中古パーツを使用した格安鈑金も承っ
ております。当社でもディーラーから買取りをしており
ますので、お気軽にご相談ください。

また、プラスワンオートは中古パーツを使用した格安
鈑金の修理も承っております。エンジン・ミッションの
交換も格安で承ります。自社工場完備のプラスワン
オートに、何なりとご相談ください。

事故車が、引取りや処分回収になっても無料で作業
いたします。無料で出張査定、迅速査定、年中無休
です！

企業プロモーション・イベント用ビデオ

各種プランをご用意しました！

映像制作なら何でもご相談ください

産業廃棄物の収集運搬と

解体工事の一貫サービス

ハマダグループ

ハマダグループでは、産業廃棄物の運搬の会社であ
るハマダエンタープライズと、内装解体の段階から分
別して解体工事をするハマダインダストリーが連携す
ることにより、分別解体・分別搬出を融合させて、
リフォーム業者様をはじめとする排出事業者様の処理
コスト削減をお手伝いしています。

解体から運搬まで一貫したサービスでコストの削減
が可能です！産廃処理のコストが気になる方は、
ぜひ一度ご相談ください。

産業廃棄物収集運搬 有限会社ハマダエンタープライズ
TEL 03-3896-7001

内装解体工事 有限会社ハマダインダストリー
TEL 03-3896-7002
東京都足立区入谷2-17-13 http://www.hamada-e.co.jp/株式会社メネット

東京都渋谷区広尾5-16-2
TEL 03-5791-2644 http://www.me-net.co.jp

プラスワンオート

ハマダ撤去サービス
映像 メネット

売りたい 買いたい ＰＲ情報

当社のスタッフは、厳しい業界で経験を積んできた番
組制作のプロフェッショナル。その優れた制作技術に
より、お客様の持っているイメージを形にしながら、テ
レビ番組制作のノウハウを活かして、見る人を飽きさ
せない作品をつくりあげることができます。

普段は映像と関わることのない企業様、制作者の人
材確保にお困りの制作会社様など、映像制作にお困
りのお客様はお気軽にご相談ください。

映像制作はお任せください！
38万円で、オーダーメイド映像が貴社に・・・

・映像・テロップの作成
・作品時間はおよそ3分
・ベテランディレクター監修

CorreaCorrea

ハマダグループ
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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

就業規則の制定について
弁護士シリーズ  第 37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

ＴＯＰＩＣ

やまもと ゆうすけ

山本　祐輔

弁護士

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。 

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   多数の労働者を雇用し、企業組織を維持・運用していく上で重要なものの一つに、就業規則があります。就業規則
の意義は、概ね、労働者の労働条件を統一的に設定し、また労働者の行動規範として、使用者が定める規則類という
イメージでよいと思います。
　常時１０人以上の労働者を使用する使用者には就業規則の作成が義務付けられており、それ以下の小規模会社にお
いても不要のトラブル回避のため就業規則を作成しておいた方がよいと思われるので、就業規則につき知っておくこ
とは損にならないといえます。

２    就業規則の効力については、一般的に、内容が合理的であるならば労働者に対するルールとして機能すると解され
ています。就業規則の条項が、労働者からして過酷すぎるなどの不合理性を有していないかは、作成段階で注意する
必要があります。
　なお、就業規則は、法令または労働協約に反することができません（労基法９２条１項）。法改正の際は、就業規則
の改訂が必要か注意する必要があります。また、団体交渉などの結果、労働組合と労働協約を締結することとなった
場合は、就業規則と抵触することにならないか注意しなければならないでしょう。
　また、個別の労働契約は、就業規則を下回る部分が無効となります（労契法１２条）。就業規則で勤務条件を定める
場合は、変更が困難であるということを良く考え、後々負担とならないよう、今後の経営の見通しなどを考慮するこ
とも大事でしょう。

３    就業規則において定めるべき事項については、労基法８９条に列挙されています。同条の１号ないし３号は必ず明
記が必要となります。その他は記載があれば効力を認めるという分類になるものですが、懲戒処分については、就業
規則に定めがなければそもそも行えないので、必要といってよいでしょう。
　同条に列挙されていない事項は記載してはならないかというと、そうではありません。規則の趣旨や目的、職位・
職階の構造、従業員に求める心得なども記載する例は多くあります。

４     就業規則の新規制定の際には、規則の作成と併せ、①労働者の過半数で組織された労働組
合または労働者の過半数の代表者の意見聴取（労基法９０条１項）、②所轄労働基準監督署への
届出（労基法８９条）、③職場の見やすい場所への掲示か備え付け、または書面交付、もしくは
記録媒体を用いてパソコンでの閲覧を可能とするうちのいずれかの方法での周知（労基法１０
６条）という手続きをとることとなります。
　就業規則の改正の際も、基本的には同様のプロセスで行うこととなります。ただ、改正によ
る規則の変更が労働者に不利益なものである場合には、かかる不利益な変更を行うことについ
て合理性が求められるため、注意が必要です。

５   就業規則は、特に限定されていなければ、全労働者に適用されることとなります。そのため、
正社員と非正規労働者とで条件に差異を設ける必要がある場合などは、それぞれ別個に就業規
則を作成した上で、どの規則が誰に対し適用されることとなるのかを限定・明記しておかなけ
ればなりません。

６    最後に、これまで見てきたように就業規則には労働者が守るべきルールとしての効力があ
り、内容それ自体や改正にもいろいろ制約があります。そのため、作成や改正には相応の手間・
時間を要することとなります。ですから、一度就業規則を定めると、当面はそれを運用するこ
ととなる可能性が高いです。
　それならば、作るときはできるだけ完成度の高いものを作るということが大事になると考え
られます。ここにいう「完成度」とは、単に就業規則が各種規制に引っ掛からないということ
だけではなく、会社の現状や今後の展望に合致したものであるという意味です。会社の経営方
針や企業風土との間に無理な摩擦を起こさないか、業務内容から予期されるトラブルにつき懲
戒事由などの整備ができているか、賃金や休暇の定めが業績や人事制度に合ったものであるか、
良い就業規則を作るために考えなければならないことはたくさんあります。
　就業規則の作成は労働者に対する使用者からのルール策定であり、労働者により良く働いて
もらうための干渉ができる貴重な機会だと思われます。法律で作成が義務付けられているから、
判例で定めが必要とされているからという消極的な理由だけ作成するのはつまらないでしょ
う。使用者のためのツールとして就業規則を考えてみるのは、なかなか面白いかもしれませんね。



①東京都渋谷区／アパレル企画・製造

スリランカの工場をご紹介！
アパレル業務にて工場をお持ちの、またはこれから
持つことをお考えのお客様必見です。

現在多くのアパレル業者様は、中国や上海に工場を
持たれておりますが、繊維工業等盛んなスリランカ
こそ工場を持つべき場所であります。

しかしながら、単身では難しい部分があります。

そこで、スリランカにつながりのある私どもが、
ご支援させていただきます。

ご興味ある方はぜひご連絡ください。

フォーバル担当：森 将治

②東京都目黒区／生花店

【無料】出張いけばな教室
所属のフローリストによる出張いけばな教室を、花育
活動の一環として、ボランティアで開催しています。
※団体やグループが対象となります。
主な対象は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、
社会人(病院・会社)、福祉施設、老人ホーム等です。
※幼稚園や小学校は、親子参加も可能です。
毎月1回から年4回ぐらいが開催目安です。
人数は15名から50名程度
花材費(材料費)は1名様あたり500円から1000円が

目安で、実費にてご負担いただいています。
交通費は、目黒区、渋谷区、世田谷区は無料ですが、
その他地域は応相談となります。
ご連絡お待ちしています。

フォーバル担当：空 義博

③神奈川県小田原市／ケータイショップ

アンドロイドのタブレット卸し
て欲しい！
アンドロイドのタブレットを取り扱いたいのですが
今のルートで仕入れることができません。
卸していただける業者さまのご紹介をお待ちしており
ます。
現状、小田原市、秦野市周辺でauショップを2店舗

運営しています。法人向けの大型販売もしておりま
す。

フォーバル担当：竹之内 賢輔

④東京都中央区／飲食店

ネズミ駆除をして欲しい！
月に6回ねずみ駆除の業者に依頼し駆除しています

が一向に減りません。

よい業者さんがいらっしゃったら紹介してください。

フォーバル担当：広上 真弓

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！

⑤神奈川県横浜市／非営利団体

椅子、机の処分をご検討の方
神奈川県で活動をしている非営利団体です。
事務所の椅子や机の交換を考えています。
引っ越しなどで机や椅子の処分を検討している企業さ
まなど、いらっしゃいましたら、お譲り下さい。
(折りたたみのできる机や折りたたみのできる椅子
などあれば、助かります。)

フォーバル担当：小林 繁典

⑥神奈川県横浜市／書籍音訳会社

外国語音訳ができる会社を
紹介して欲しい！
現在日本語の本を音訳したものを図書館に提供してい
るのですが、日本語の本を外国語で音訳できれば面白
いと考えています。
ただ、その為には、日本語を見ながら外国語を話せるく
らいの高度な技術も必要で、また間違いも許されません。
そういったことを専門に扱われてる会社様のご紹介を
お願いします。

フォーバル担当：金原 圭佑



カンボジア写真展レポート - 01

「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～

「国境なき教師団」とは？

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。
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います。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”も必要なのです。

CIESFでは、定年退職された日本のベテラン教師を、「国境なき教師団」の教育アドバイザーとして
カンボジアへ派遣しています。“教育の質の改善”のため、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、日々奮闘しています。今回の写真展では、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紹介しました。

●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
●後援：駐日カンボジア王国大使館
●協力：株式会社フォーバル／キリンビバレッジ株式会社

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

TEL 03-5402-8118 Mail: ajc-pr@asean.or.jp

フォーバルが応援する公益財団法人CIESF（シーセフ）は、8月29日～31に港区・日本アセアンセンターでカンボジ
ア写真展を開催いたしました。ご来場いただいた皆さまには、この場を借りて御礼申し上げます。

写真展で紹介させていただいた写真を、コーレア誌面でも少しだけ紹介させていただきます。
この写真を御覧いただいて、少しでも多くの方が、カンボジアに興味を持っていただければ嬉しく思います。

テーマ：カンボジアの学校

プレイベン州内にある小学校の門構
え。向かって右の建物の前にあるの
は、小学生の姿をした石像です。
カンボジアではあちらこちらで、
カラフルな石像を目にします。

プレイベン小学校教員養成校の学生
の教育実習の様子。どの学校も、
１年生は６週間、２年生は８週間
教育実習に行くことになっています。
子どもたちは、教師の卵のお兄さん、
お姉さんのことが、大好きです。

小学校教員養成校の理科の授業で、
ブンブンゴマを作りました。
日本では小学生のころによく作りま
したが、カンボジアでは、そのよう
な体験がありません。ブンブン回る
と、みんな楽しそうでした。

お花を摘んだ子どもたち。
おや、いちばん小さい子の頭の上には、
かわいらしい冠が乗っていますね。

2011年6月からプレイベン中学校教
員養成校に赴任した「国境なき教師
団」教育アドバイザーの大久保先生
です。

写真・キャプション：面矢 忠彦 氏

登下校のとき、こうやって車で送迎
してもらう学生がいます。何人くら
い乗っているのでしょうか？
カンボジアでは定員オーバーなどあ
りません。“乗れるだけ”乗ります。
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残暑もまだまだ続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、今月も日々の仕事に役立つアプリをご紹介していきます！
今回はiPadをお仕事で使う方には必須の、ファイル、データを保存するアプリ特集。

使いやすいアプリを見つけるも良し！アプリの特徴によって使い分けるのもまた良し！
おすすめApp、是非ダウンロードして使ってみてください★

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。

SugarSync 無料

★共有に優れたクラウドア
プリ。5GBまで保存可能！
フォルダやファイルの共有
をスマートにできるのが強
み！

Dropbox 無料

★他アプリとの連動が多い
クラウドアプリ。無料容量は
2GB。クラウドアプリとして
有名なため、いろいろなア
プリと連動できるようになっ
ているのが魅力！

Nドライブ 無料

★なんと！無料で30GBの
保存スペースを確保できる。

SmartStrage 無料

★法人向けクラウドサービ
ス。なんと言っても安心して
データを保存できるセキュ
リティが整う。また、社員ア
カウント管理、ログ管理、権
限設定できるのも魅力！

「クラウド、クラウドってよく聞きくけど、クラウドアプリいっぱいあって、どう違うのかわからないなー」
なんて思ったことはありませんか？そこで、人気の4つのクラウドアプリを比較してみました。

iBook 標準搭載

★Appleの定番アプリ！
データの保存はクラウドではないため、
ネットが繋がらない場所でも保存した資料を
スイスイ閲覧できます。

GoodReader ￥450

★データ管理をマルチに行える優れもの！
その人気の理由は、扱えるデータの種類の
多さにあります。PDF、音楽、画像、動画、
Officeファイルなど。

ぱっと転送 無料

★知らなきゃ損！
同じWi-Fiに繋がっているiPhone、iPad同士で
ぱっと！簡単にデータの転送が行える。
優れもの！

★Keynote

★Pages ★Numbers

WindowsのOfficeソフト(Xcel・Word・
Powerpoint)とそれぞれ互換性の
あるアプリ！

データを閲覧するだけでなく、編集、
さらにはできたデータをPDFファイル
にしてメール送信、クラウドへアップ
デートすることもできちゃう！
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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！

1010/2/244（水）
【【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 10月24日(水) 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１０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。できる社長の時間の使い方で、一番工夫しているのは「寝
る」時間です。多くの人は、何となく夜更かしをして、何となく眠くなったら寝るという生活をしていると思
います。それが普通です。でも、本当に仕事をバリバリこなしている経営者を見ると、皆さん、一所懸命に寝
ようとしています。

睡眠というのは量より質が重要です。たくさん寝ても、よけい体が重たくなったり、起きる時間に眠くなっ
たりします。ところが、「短いかな？」と思っても、よい周期で目を覚ますと、非常に快適に起きることがで
きます。この睡眠は簡単で、３時間か４時間半、状況によっては６時間、すなわち人間は９０分サイクルでそ
ういう良い目覚めをのタイミングを繰り返すのです。そうすると、自分が何分で眠れるか？ということが重要
になります。私なんて、疲れてすぐに眠れてしまうので、いつも「何サイクル眠れるか？」という、サイクル
単位で睡眠時間を決めています。「今からだったら３サイクル眠れるな」と決めたら、４時間半で目を覚ます
ようにするのです。しかし、貧乏根性のある人は、「おっ、あとまだ３０分あるな。もうちょっと寝るかな」
と、二度寝をして、「あっ、ヤバい！遅刻しそうだ！」となるのです。これはではどうしようもありません。
そうではなく、良い眠りをしなければいけません。

そのためには、ポイントが２つあります。１つは、「とにかく眠る時は何も考えない」ということ。夜、疲れ
た頭で考えたところで、ろくな判断はできません。「明日考えよう」と割り切って、寝てしまうのです。一所
懸命に寝るのです。これを言うと、皆さん「おかしい」と思うでしょう？しかし、これが大事なのです。一所
懸命寝ない人は、プロではないのです。一所懸命深く眠る。そして、朝パッと目を覚ます。というこの習慣を
持つことが大切です。そしてもう１つは、「目覚ましが鳴って起きるようでは負け」ということ。これは、た
るんでいる証拠なのです。緊張感があれば、目覚ましが鳴る前に目が覚めるはずです。「○時に起きる」と決
めたら、人間の脳というのはちゃんとその時間に起きるようになっているのです。そして、二度寝は絶対にし
ないこと。目が覚めた時間に起きることが大切です。何時でも構いません。目が覚めた時間が、起きるべき時
間なのです。そうすると、スッキリと起きることができるのです。

時間だけは２４時間、万人に公平です。これを機会に「アイドルタイムをいかに排除するか？」「出張や移
動の時にどうするか？」等、自分の時間の使い方を考え直してみてください。どういう時間の使い方をしたか、
自分なりに日記を付けてみていただくと、「時間の使い方に無駄がないか？」見えてくると思います。睡眠に
ついても、何時に寝て、何時に起きたか？朝の気分はどうだったか？「この日は爽快、二重マル」「ちょっと
眠かった」「結構きつかった」、これもちゃんと付けてみてください。睡眠にもちゃんと原因があるのです。
「結構きつかった」時というのは、前日遅くまで飲んでいた等、必ず原因があるのです。これは１００パーセ
ント間違いありませんから。こういうことも記録して、分析していくと、「どういうことをすれば良いの
か？」「どういうことをしたらいけないのか？」わかるようになります。

私も以前は、血圧が高くなったり、風邪をひいたりするこ
とがありましたが、最近は、会社を休んだり、遅刻しなけれ
ばいけなくなるほど体調を崩すことはなくなりました。なぜ
かというと、自分のパターンができているからです。お酒を
飲んだ翌日、二日酔いになるようなこともなくなりましたし、
海外出張につきものの時差もコントロールできるようになり
ました。以前は変な時間に寝てしまったり、食事を摂ったり
してしまい、時差ボケになっていましたが、いろいろパター
ンを研究して、食事も睡眠も日本の時間に合わせるようにし
たところ、時差ボケに悩まされることが無くなったのです。
このように、自分なりに自分のパターンを研究していくこと
は、自分をコントロールする上で重要であると思います。

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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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10月 ◆

1890年/ 「教育ニ関スル勅語」（教育勅語）発布

1978年/京王新線が開通

1999年/上信越自動車道が全線開通

30 日

(火)

きのこの日

10月はきのこ類の需要が高まる月
真ん中の15日を中心にきのこ類の消費PRが行われる

15 日

(月)

日本茶の日

1192年、臨済宗の開祖・栄西が宋から帰国し、
茶の種子と製法を持ち帰った

31 日

(水)

ホームビデオ記念日

1969年、ソニーと松下電器が家庭用ビデオテープ
レコーダ（U規格）の開発を発表したことに由来

29 日

(月)

鉄道の日

1872年、新橋駅～横浜駅を結んだ
日本初の鉄道が開業した

14 日

(日)

群馬県民の日

1871年、廃藩置県により「群馬県」という名称が初めて使
われたことを記念。この日の群馬県は休日扱いになる

28 日

(日)

麻酔の日

日本麻酔科学会が制定。1804年、華岡青州が
世界で初めて全身麻酔による乳癌手術を成功させた

13 日

(土)

世界新記録の日

1931年、神宮競技場で行われた体育大会で、日本初の世界
新記録(走り幅跳び、三段跳び)が誕生した

27 日

(土)

コロンブスデー

1492年、サンタマリア号で航海していた
コロンブスが新大陸アメリカに到達した

12 日

(金)

柿の日

1895年のこの日、正岡子規が「柿くへば
鐘が鳴るなり法隆寺」の句を詠んだことに由来

26 日

(金)

1967年/テノール歌手：秋川雅史の誕生日

1973年/俳優：金城武の誕生日

1974年/俳優：ケイン・コスギの誕生日

11 日

(木)

世界パスタデー

1995年、イタリアで世界パスタ会議が開催された
パスタの販売促進キャンペーンが行われる

25 日

(木)

釣りの日

1977年、全日本つり団体協議会と日本釣振興会が制定
魚の幼児語から「ト(10)ト(10)」の語呂合せ

10 日

(水)

国連デー

1945年、発効に必要な20国の批准が得られたため
国連憲章が発効し、国際連合が発足したことに由来

24 日

(水)

塾の日

1988年、全国学習塾協会が制定
「じゅ(10)く(9)」の語呂合せ

9 日

(火)

電信電話記念日

1950年、電気通信省（現NTT）が制定

1869年)、東京～横浜で公衆電信線の建設工事が始まった

23 日

(火)

骨と関節の日

1994年、日本整形外科学会が制定
「十」「八」を組み合わせると「骨」の「ホ」の字になる

8 日

(月)

パラシュートの日

1797年、フランスのアンドレ＝ジャック・ガルヌランが
高度約2400mから布製の傘のようなもので飛び降りた

22 日

(月)

盗難防止の日

2003年、日本損害保険協会が制定

「とう(10)なん(7)」の語呂合せ

7 日

(日)

1800年/伊能忠敬、全国地図の作成開始

1879年/エジソンが白熱電球を完成

1903年/野球の第１回早慶戦開催

21 日

(日)

国際協力の日

1987年、外務省と国際協力事業団（JICA）が制定
1954、日本が初めて援助国としての国際協力として、
途上国への技術協力のための国際組織に加盟した

6 日

(土)

リサイクルの日

1990年、日本リサイクルネットワーク会議が制定

「ひとまわり(10)、ふたまわり(20)」の語呂合せ

20 日

(土)

時刻表記念日

1894年、庚寅新誌社から日本初の本格的な
時刻表『汽車汽船旅行案内』が出版された

5 日

(金)

バーゲンの日

1895年、東京駅上の大丸呉服店が冬物の
大売出しを開催し、日本初のバーゲンを行った

19 日

(金)

1969年/『8時だョ!全員集合』放送開始

1978年/内閣府に原子力安全委員会設置

1982年/『森田一義アワー 笑っていいとも!』放送開始

4 日

(木)

ミニスカートの日

1967、イギリスから「ミニの女王」
ツィギーが来日し、ミニスカートブームが起った

18 日

(木)

ドイツ統一の日

1990年、東西ドイツが45年ぶりに統一され、
ドイツ連邦共和国が誕生した

3 日

(水)

貯蓄の日

日本銀行貯蓄増強中央委員会(現在の金融広報中央委員会)が
1952年の同委員会発足の際に制定し、翌年から実施

17 日

(水)

1869年/インド独立運動家：ガンディーの誕生日

1951年/ミュージシャン：スティングの誕生日

1978年/歌手：浜崎あゆみの誕生日

2 日

(火)

世界食糧デー

1945年、国際連合食糧農業機関 (FAO) が
設立されたことを記念して、1981年に制定

16 日

(火)

ネクタイの日

1971年、日本ネクタイ組合連合会が制定
1884年、日本で初めてネクタイの製造が始まった

1 日
(月)
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受け身は「～れる」「～られる」ですが、実は、日本語の受け身には特別な意味があります。

１．お姉ちゃんに、私のケーキを食べられた。（受け身の文）
２．お姉ちゃんが、私のケーキを食べた。 （受け身ではない文）

さて、どんなふうに違いますか？２の方は、単なる「事実の述べたて」であるのに対し、
１は、「もう～！私の大事なケーキなのに」とか「頭にくる～！」という感じがしませんか？

そうなのです。日本語の受け身って、実は、それを使うことによって、「ムカついた！」（足を踏まれた）とか「悲しい～」
（彼女に振られた）「うれしい！」（部長にほめられた）などの感情を含むことができるのです。

ただし、この用法は日本のみなので、英語にはありません。
英語の場合だと、「お姉ちゃんが、私のケーキを食べた。」に加え、さらに「もう～！私の大事なケーキなのに、頭にくる
～！」と言う、または、そういう顔の表情やイントネーションで表現...という感じでしょうか。

ちなみに、英語で受け身を使う時は、
１．誰がそれをしたか知らない時。

この寺は○年に建てられた。← 誰が建てたか知らない。

２．誰がそれをするか重要でない時。
オリンピックは４年に１回行われる。←国際オリンピック委員会がするんだけど...

３．誰がそれをしたか言いたくない
ガラス割られてるね... （自分だったりして！？）

他にも、誰がしたかクリアにわかっていても、byを使って、アートや作品系で使われることが多いです。
「源氏物語」は、紫式部によって書かれた。（日本語にもこの用法はあります。）

以上から、日本語は英語に比べて、受け身を使うパターンが多いということになります。
なので、日本語で受け身で言うから...と言って、それをそのまま英語で言う時も受け身で言うと、
ちょっと不自然な時もあるということなんですね～！
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