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田村作業中
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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包装・梱包資材包装・梱包資材

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ２６２ 代表者 池原 隆
神奈川県川崎市幸区古市場2-106
TEL 044-542-5606
http://taisei.flips.jp/

大成総業 梱包

物流機器物流機器

【主要販売先】

東芝ロジスティクス株式会社 株式会社テックプレシジョン ニコンイメージング株式会社
池上通信機株式会社 株式会社芝浦製作所 寺田倉庫株式会社 他

その他、さまざまな物流機器を取り扱っていらっしゃいます

その他、容器類や環境配慮型商品など、
さまざまな資材を取り扱っていらっしゃいます。

Correaお問い合せ番号：13048001

大成総業様は、さまざまな商品を包む各種資
材(ダンボール・パレット・テープ・フィル
ム・他)から物流機器まで、包装・梱包にかか
わる商品を取り扱っていらっしゃいます。

多品種を取り揃えながら、小ロットの発注にも対応！小回りの利く対応で、大手メーカーの
物流部門や倉庫業を中心に信頼を集めていらっしゃいます。

お探しの包装・梱包資材や機器がございましたら、お気軽にご相談ください。

池原社長より一言

オフィス通販からエアー
キャップやダンボールを
購入されている皆さん！
意外と割高になっている
ケースがあります。一度
見直してみませんか？

有限会社 大成総業
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お客様自慢！！

ＣＡＳＥ２６３

ウエディングを盛り上げる 新
アイテム＆アイデアの決定版！

和の花嫁衣装や神社での神前式
など優美な日本の結婚式が満載。

ウエディングコーディネーター
と創る自由で楽しい結婚式！

明‐美 出版事業部明‐美 出版事業部

和の装いや装飾コーディネートが注目を集めているウエディング業界で、伝統的なしきたりや知識を
正しく身につけたプロフェッショナルの人材育成に定評のある株式会社明-美様。基本を知った上で、
いかに現代風にアレンジできるかが、コーディネーターや婚礼衣装店、美容師・着付師、カメラマン
の腕の見せどころだけに、現場ではプロとしての知識がいっそう必要とされています。株式会社明-
美様の運営する『和婚塾』では、和婚のスキルアップを目指すブライダル業界人のために、情報・
サービス・グッズなど、様々なノウハウが提供されています。

〈運営〉 株式会社 明‐美（メイビ）
東京都文京区本郷4-1-3 シャルム80ビル5F
TEL 03-3814-7144
http://www.the-wakon.com/

和婚アドバイザー

明‐美 物販事業部明‐美 物販事業部

和婚アドバイザー／飯田美代子

株式会社明-美・代表取締役社
長。ブライダル雑誌を編集して
30年。時の流れの中で変化し
てきた結婚式を取材しながら、
常に一歩先のウエディングアイ
デアを提案されてきました。

15年以上前に「人前式」を取
り上げたり、ほとんどが神前結
婚式だった時代に教会結婚式を
特集するなど、常に花嫁たちの
バイブル的存在となるブライダ
ル雑誌を編集発行されています。

そして「和のWEDDING」を9
年前に発行。昨年11月からは
商標登録されている「和婚」に
タイトルを変更すると共に、さ
らに時代の志向をキャッチした
内容にリニューアルし、話題を
呼んでいます。

「和婚塾」は、和婚に携わるプ
ロの方々に、日本の伝統を踏ま
えながら新しい時代の結婚式を
手がけるための知恵を伝えたい
と開塾されました。

お母様から愛娘に贈る
「絆の綿帽子」

販売価格：26,250円

従来の綿帽子はレンタルがほと
んどですが、この商品は購入す
ることで、挙式日と花嫁の名前
が刺繍でき、想い出の品として
永遠に残せるアイデア商品です。

また、挙式後、新しい家族が誕
生したらお宮参りのケープとし
て二次使用ができます。

母から娘へ、そして孫へ「絆」
が受け継がれていきます…

明‐美 和婚事業部明‐美 和婚事業部

Correaお問い合せ番号：13048002

和婚塾

ウエディング
アイテム

和 婚

weco
（ウェコ）

発売／全国書店
発行／年2回
定価／1,050円

発売／全国書店
発行／年2回
定価／1,050円

発売／全国書店
発行／年1回
定価／1,050円
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お客様自慢！！

ＣＡＳＥ２６４

鳥の工房 つばさ様は、バードカービングを中心とした彫刻
の制作・販売をされています。主宰の鈴木様は、アメリカで
行われる世界的なコンテストで何度も入賞されており、バー
ドカービング界の第一人者として活躍されています。

また、バードカービングやウッドバーニングの教室を開い
たり、制作のために必要な工具を販売するなど、木から動物
をつくる楽しみも提供されています。

Correaお問い合せ番号：13048003

バードカービングについてバードカービングについて

バードカービングとは、鳥を模した彫刻で、木材を電動ルーター
やナイフで削り、アクリル絵の具で着色したものです。ネイティ
ブアメリカンがつくったデコイ(モデル)が由来と言われ、以来、
趣味として広まっています。近年はよりリアルになって、コンテ
ストも各地で開催されるようになりました。

日本ではまだまだ認知度が低いのですが、アメリカでは芸術とし
ての価値も高く評価されています。特に鈴木様の作品は、今にも
飛び立ちそうな程の生命感を持っています。大切な方への贈答品
として、オフィスの癒しとして、店舗のオブジェとしていかがで
しょうか？既成品もありますし、オーダーメイドすることも可能
です。

バードカービング教室バードカービング教室
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鳥の工房 つばさ

鳥の工房 つばさ http://www.birdcarving.jp/

主宰 鈴木 勉
東京都世田谷区梅丘1-9-12 TEL 03-3428-4106

主宰 鈴木 勉主宰 鈴木 勉

バードカービングはどなたにで
もつくることができます。自分
の手でつくり上げた作品の味わ
い深さは格別です。

「鳥の工房 つばさ」様は、鳥を
つくる喜び、楽しさをわかちあ
える広場です。都合に合わせて、
好きな曜日、時間にいらしてく
ださい。道工具は揃っておりま
すので、機械を持ち込む必要は
ありません。

「趣味がない」という皆様、
ぜひ一度、バードカービングに
チャレンジしてみませんか？

幼い頃から動物が好きで、常に身のまわりに動物がい
る生活をされてきました。（財）世界自然保護基金
ジャパンの職員を経て、1994年にバードカービング
教室「鳥の工房 つばさ」をオープン。

ウォード・ワールド・チャンピオンシップをはじめ、
バードカービングの世界的なコンテストで何度も入賞
されている、バードカービング界の第一人者です。

←ウォード･ワール
ド・チャンピオン
シップ・コンペティ
ション・アドバンス
(上級)・クラスミニ
チュア総合１位入
賞した作品

その腕を買われ、原型
を手がけたのが、タカ
ラトミーアーツが発売
する『ヒーリングバー
ド 愛鳥倶楽部』。従
来のシリーズよりも、
よりリアルになったと
高い評価を得ています。

鳥だけでなく、生き物
であればなんでも制作
可能。いろいろなビジ
ネスでご活用いただけ
ると思いますので、興
味のある方は、ぜひご
相談ください。

→タカラトミーアーツ
『ヒーリングバード
愛鳥倶楽部』
ヒーリングバードの
さえずりにiPhone、
iPadが反応する！
無料アプリ配信中



お客様自慢！！

ＣＡＳＥ２６５

「レス球」は、ニッケル水素の充電池を内蔵したLED電球です。普段は充電を兼ねて常夜灯として使用し、
地震・雷・火事などで予期せぬ停電になった際、内臓の充電池で点灯を持続する商品です。災害時の停電は逃げ遅れ
やケガ等の危険があります。「レス球」はそんな突然の停電に対応した商品です。

そして今回、「停電対応レス球」シリーズに新しいタイプが登場しました。

・人感センサー搭載により、人の動きを検知して点灯します。
人がいなくなれば消灯する省エネ効果の高い商品です。もちろん停電対応です。

・防災以外にも防犯の役割を持たすことができます。

レス球って何？レス球って何？

Correaお問い合せ番号：13048004

株式会社ワコーエイト

代表者 大森 則明
東京都港区芝3-3-14 ニットクビル2F
TEL 03-3456-9820

株式会社ワコーエイト様では、信頼のおける
世界のネットワークより、最先端のハイテク産
業を担う半導体をはじめ、各種電子部品・機器
を国内外に紹介しております。

社員ひとりひとりの『夢の力』を結集し、
積極的な精神で挑戦を続けます。

500回充放電充電池寿命

ニッケル水素電池充電池

約1時間充電池点灯時間

200lm光束

焦電型赤外線感知式センサー

長さ132mm×幅74mm ・ 205g寸法・質量

(点灯時)4.6W / (充電点灯時)6.2W / (待機時)0.2W消費電力

AC100V～240V(50/60Hz)電源入力

ABS(本体)・ ポリカーボネート(レンズ) ・ アルミ(放熱板)材質

E26口金サイズ

高輝度タイプ(人感センサー付き)製品名

※電気用品安全法適合品（Ｓ－ＪＥＴ認証取得予定）

1.20.61.0
直径[m]半径[m]高さ[m]

2.91.42.5
2.31.22.0
1.70.91.5

人感センサー感知範囲

人が近づくと点灯！！

＜製造元＞

®

夢の力を結集して21世紀のハイテク産業に挑戦。夢の力を結集して21世紀のハイテク産業に挑戦。
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お客様自慢！！

ＣＡＳＥ２６６

Correaお問い合せ番号：13048005

東京都港区芝2-12-13 ASITIS芝201
TEL 03-5419-8855
http://www.tca-grp.co.jp/eigyokikaku/index.html

営業企画事業部

ティーシーエイ様は、1967年の設立以来、観光業界への
人材サービスを中心に提供されております。その中で、顧客
のニーズに合わせた複合的な提案を行なっているのが企画事
業部です。

今回は特に、外国人観光客を受け入れる対応や体制、コス
トを段階に切り分け、構築していくための新サービス
「World Supporters Service（ワールド サポーターズ サービ
ス）」について紹介します。

ワールド サポーターズ サービスは、
単なる通訳専門サービスでは無く、お客
様の業態や状況に沿った提案をする、
訪日観光のポータルサービスです。

接客補助ソフトの機能例

接客指さし®会話シリーズ
「通訳いらずで商売繁盛」™
旅館から居酒屋まで18業種の接客会話
を網羅。言葉を暗記しなくてもその場で
指させば一瞬で伝わります。

スカイプでコールセンターへ
多言語コールセンターを別途契約すると、
リアルな通訳を必要な時に、小さい単位
で必要な分だけ利用することができます。

カスタマイズ機能ボタン
アプリや動画、PDFを自由に入れ替え。

ティーシーエイ ワールドサポーターズ

ワールド サポーターズ サービスワールド サポーターズ サービス

対面から電話、タブレット等、
あらゆるコミュニケーションツールに対応

メニューやポスター
ポップなどの翻訳

コンシェルジュ・通訳スタッフの派遣

タブレット端末による
接客補助ソフトの提供

キレイダケド
コレハ何ダロウ？

コレガ団扇カ！
作リ方マデ動画デ
見セテクレタ！
家族ヘノ土産ニ
シヨウ！

呼んだのは
中国人かな？
韓国人かな？
日本語しか話せ
ないけど・・・

ワールドサポーター
ズがあれば大丈夫！
４カ国対応の
メニューを用意して
おけます。

「外国人観光客が来るけど、専門の人員を雇う程では・・・」という店舗やホテル
は多いと思います。ワールド サポーターズ サービスはそんな皆さんを応援します。活用イメージ

レストランにて… 伝統工芸品販売店にて…
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たとえば「靴」という商品そのものをARvoにかざ
すことで、すぐに自分の欲しいサイズや色があるか
確認できるようになります。お客様のイライラ待ち
時間を解消いたします。

アパレル店舗では…

23cmの白がある
から試着して
みよう♪

Correaお問い合せ番号：13048006

東京都江東区青海 2-7-4 the SOHO 1138
TEL 03-3527-8186 http://art-sys.mobi/

株式会社エーアールティー
画像認識型ＡＲ(拡張現実)技

術を知り、インターネットがそ
うであったように「これでビジ
ネススタイルが変わる」と直感
し、起業されたのが、エーアー
ルティー様です 。

エーアールティー様が提供す
る完全クラウド型の「AR」シ
ステム“ARvo”は、従来のAR
と比べ、大幅なコストダウン、
使い勝手を実現。単なる話題作
りではなく、業績に寄与する、
攻めの経営を実現するための
ビジネスプラットフォームです。

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ２６７

エーアールティー 青海

すでに店舗に設置してある看板やロゴマークを
ARvoでかざすことで、その日のお買い得商品やタ
イムセール情報を入手することができるようになり
ます。お得意様を確実に店舗へ誘導！

スーパーマーケットでは…

ARvoは、スマートフォンのカメラ機能を利用して、動画再生やサイトへのアクセ
スができるアプリです（iPhone/Android対応）。様々な媒体（カタログ、広告、
企業ロゴ、名刺、ハガキ、ポスターなど）とAR（拡張現実）機能を利用して、本
アプリーケーションでしか見ることのできないコンテンツを楽しむことができます。

【使用方法】
(1) App StoreかGoogle PlayからARvoをダウンロードし、起動。
(2)カメラ起動後、スマートフォンを上の3枚の画像いずれかにかざしてください。
(3)動画再生中にURLボタンを押すと関連するWEBサイトに繋がります。

※「おみくじ」のみAndroidでは対応していません。

招待状に印刷された絵や写真をARvoでかざすと、
新郎新婦からのメッセージビデオを流すことができ
ます。同じ画像で、式後、新婚旅行後等で流す動画
の内容を変えることも簡単です。

結婚式場では…

旅行パンフレットをARvoで撮影することで
ホテルやお料理の動画をご覧いただけるように
しておけば、現地に行ってから「イメージが違う」
となることを防ぐことができます。

旅行会社では…

結婚いたします。
ぜひ結婚式には
お越しください。
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お客様自慢！！

ＣＡＳＥ２６８

LEDデンタルチェッカー

「Oral pro Plus｣は、美容・健康関連商品のマーケティ
ング及びリサーチ、企画・開発をされているエリミス様
が運営する、デンタルケア商品の販売サイトです。

これまで、フジサンケイビジネスや雑誌など、多くの
メディアでも取り上げられたデンタルケア商品が紹介さ
れています。歯の健康と美容、自信ありますか？

http://www.oralproplus.com/

クリスタルブランクリスタルブラン

『クリスタルブラン』は、自宅でも簡単に
歯科医が推奨する歯のクリーニングができ
るように開発された製品です。

歯医者さんが使用する歯面清掃器具を家庭
用に改良し、独自の「ホームホワイトニン
グシステム」を、持ち運びができるスリム
なボディー内に搭載しています。

歯周病などの予防からステイン（飲食によ
る着色やタバコのヤニなど）や口臭の除去、
そして歯を白く保つことができます。

Correaお問い合せ番号：13048007

（運営）株式会社エリミス

代表者 木藤 秀夫
横浜市港北区新横浜3-16-1 KCビル9F
TEL 045-534-4911

日本人は歯の健康・美容に対する意識が低い？

日本にいるとなかなか意識できませんが、世界各国の中でも日本人は歯の健康・美容に対する意識が低いそうです。
私たちは虫歯になってから歯医者さんに行きますが、諸外国では予防や検査のために歯医者さんに行くのがあたりま
えなのです。また、歯の色の変色、歯並びの矯正に関しても、早い段階から治療を行います。諸外国では、「歯が汚
い人」＝「貧しい人」と思われてしまうということです。これから日本人は、ビジネスやスポーツ・文化活動にどん
どん世界へ飛び出していくと言われています。エリミス様は、「日本人がこうしたことで恥をかかないよう、歯を綺
麗にするお手伝いをしたい」と歯の健康と美容に対する思いを語られていました。

注目商品注目商品

４つの効果と特徴
①早くて簡単！ 歯ブラシでは落としきれない頑固な汚れをスピード除去！
②歯のエイジングケア 年齢に負けない、いつまでも白い歯に
③美しい歯 光沢のある輝く歯に！
④クリーン＆フレッシュ さわやかな息に！ 美しい口元でクリスタルスマイルを

歯垢やステインがLEDライトに反応して光ります。
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①渋谷区／フィルムメーカー

【依頼したい】イラストレータ
ー・デザインをスポット的に
お願いできる事務所様

社員数300名ほどで全国に拠点のあるフィルムメー

カーです。

社内でイラストやデザイン作成が必要になることが
あるのですが、担当者1名で作成しています。しかし

手が足りなくなるケースや得意ではないデザインを
求められるといったケースが発生して困っておりま
す。

そこで、スポット的、アドホック的にデザインを依頼
できる業者の方を募集いたします。
できればオールマイティであればベストですが、得
意分野の異なる複数のデザイナーさんがいらっしゃ
る事務所様でもOKです。

よろしくお願いいたします。

フォーバル担当：竹之内 賢輔
Correaお問い合せ番号：13046001

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！

②神奈川県/パン製造・販売

【募集】ドライマンゴーを扱って
いる業者をさがしています! 
国産小麦を使用するなど材料にこだわった、「湘南生
まれのパンのブランド」のパン屋を神奈川県の湘南地
区を中心に、8店舗展開しております。

現在、洋菓子の製造に使用する「ダイス状」にカットさ
れた「ドライマンゴー」を卸していただける業者様を探し
ております。ダイスは5ｍｍ以下にカット済が条件となり

ます。

お取り扱いのございます食品卸売業者様、食品加工
業者様からのご連絡をお待ちしております。

フォーバル担当：西野 幸典
Correaお問い合せ番号：13046002

③港区／教育団体

【募集】外国人留学生の無料
インターンシップを受け入れ
て頂ける企業を探しています

東京都港区にあるアメリカ国務省認定の教育団体で
す。アメリカの優秀な大学生が夏休みを利用してボラ
ンティアとしてインターンシップを行います。

今までにイェール大学、UCLA、バークレー大学の学

生が参加をしています。参加者は当団体の条件およ
び各受け入れ先の企業の条件を満たした大学生とな
ります。

参加者の滞在先および到着後のオリエンテーション、
滞在期間中のサポートは当団体が手配および実施い
たします。

海外からのインターンシップ生受け入れ、社内の国際
感覚を高める足がかりにご活用ください。

フォーバル担当：久保 博司
Correaお問い合せ番号：13046003

コーレアWEBでは、

リアルタイムに最新マッチング情報を

検索可能です！

詳しくは、弊社アイコン担当者にお問

い合わせください！

10



なかむら　けいすけ
中村　圭祐

弁護士

■執筆者情報 ■ご連絡先

お客様にとって弁護士にかかわることは人生で一度あるか
ないかの出来事だと思います。そのような一大事であるこ
とを胸に、お客様とともに最良の解決策を導き出します。
ご期待に応えられるよう誠心誠意努力致しますので、是非、
ご相談ください。

【受付時間】
午前10:00 ～午後 6:30

【休日】
土・日・祝03-4577-0757

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」
とお伝え下さい。

　昨今、長引く不況の影響から、学生の就職活動が激化しており、中
には内定を得られず就職活動に失敗して鬱になったり自殺までして
しまう事例が増えているそうです。実は昨今は弁護士業界も就職難

に見舞われており、我々も他人事とは言えなくなっております。
　そこで、今回はそのような就職活動において行われる内定、内々
定に関する法律上の問題について取り扱いたいと思います。

内定は一般的に各年の１０月１日に出される例が多いようですが、
企業の採用活動はそれよりも前から始まっており、早いところでは
内定の数か月前から学生に対し、いわゆる内々定を出すことがあり
ます。
では、内定は前述のような法的規制に服するとして、内々定はいか
なる法的意義を有し、法的規制に服するのでしょうか。
　法的意義については、福岡高判平成２３年２月１６日及び福岡高
判平成２３年３月１０日はともに内々定は内定とは異なり、「始期
付解約権留保付労働契約」とは認められないとしています。
もっとも、両判決ともに、内々定が内定と同視し得るものであるな
らば内定と同じ法的意義を有することを前提に、事案ごとに具体的
に判断するとしています。何を持って判断するかについては、①内々
定時において会社から内定における誓約書等と同じようなものを
課されたかどうか、②内定が出た段階で内定者が会社に入社するこ
とが確実であることを会社が知っていたかどうか、という基準

が用いられます。そのため、内々定に際しては、内定と同視し得る場
合があることにご注意ください。
　では、内々定の法的意義が内定と異なるものであるとされる場
合、内々定を無制限に取り消すことは許されるのでしょうか。
　これに関して、前記福岡高判の二つの判決は、内々定後内定前に
内々定を取り消した場合、労働契約上の義務の不履行ではなく、不
法行為による損害賠償を認めています。
　つまり、内々定を受けた者は、内定及び入社に対して相当の期待
を持つため、場合によっては他社からもらっていた内々定を断った
り、他社への就職活動を中止したり、あるいは入社に向けて様々な
準備をすることはよくあることですから、そのような期待を裏切る
ことは不法行為として慰謝料等の損害賠償が認められるというこ
とになります。
　以上のように、内々定を出した以上、これを軽々しく取り消すこ
とには相応のリスクがあるため、注意する必要があります。

　企業が学生等を採用する場合、面接等の採用活動を行い、最終的
には内定を出すことは周知の事実となっております。
　しかし、内定の法的意義についてご存知の方はあまりいないかも
しれません。法的には、内定とは、「始期付解約権留保付労働契約」と
されており、簡単に言えば、就労の時期（例えば４月１日など）を定
め、それまでは内定の際の誓約書等に記載された事項に基づく解約
がありうる「労働契約」ということになります。内定は、解約権が留
保されているものの、あくまでも労働契約ですので、これを合理的
な理由なく取り消すことには、解雇と同様の法的規制があるのです
（最判昭和５４年７月２０）。特に、現在のような不況下における内
定取り消しについては、整理解雇と同様の法理によって解雇が制限
されると考えられます。
　また、解約権があり、かつ解約事由があるからといって、無暗にこ
れを行使することはできません。特に、上記判例では、採用活動時に
グルーミーな印象があると思いつつも内定を出したものの、結局そ
れが打ち消されなかったことを理由に内定取消をしていますが、そ
のようなことは採用活動時にわかっていたので、それを理由にする
ことは許されないとされています。
　解約権の行使事由として正当化され得るものについて、具体的に

どのようなものがありうるかというと、提出書類に重大な虚偽を書
いた場合や内定後に犯罪を行った場合、単位が不足し卒業できな
かった場合などが考えられます。
　また、すでに労働契約が締結されているとして、内定後入社前に
研修等を課す場合もありますが、あくまでも入社が労働契約の始期
にあたるため、入社前に不当に内定者を拘束することは許されませ
ん。そのため研修等を課すような場合には、企業は内定者の事情を
配慮する義務があり、学生が学業を理由にそれを断ったような場合
にはそれを理由に解約権を行使することはできないとされていま
す（東京地判平成１７年１月２８日）。
　以上のように、内定を取り消す場合には、解雇と同様に慎重な姿
勢で臨まなければならず、また入社日までは内定者に対して研修等
の義務を課すことについては慎重でなければならないということ
になります。
　なお、二年以上連続で採用内定を取り消した場合、１０名以上の
者を内定取消した場合、事業縮小の必要性がないような場合、内定
取消の理由を十分に説明しなかったような場合、又は就職先確保に
向けた支援を行わなかった場合には、厚生労働大臣により企業名が
公表されることがあるので、ご注意ください。

はじめに１

採用内定について２

採用内々定について３

ですが、内定、内々定の取消は、事実として対象者に対して精神的に
大きなダメージを与えることも注意して、慎重な採用活動を行いま
しょう。

今回は内定と内々定について説明させていただきましたが、特に内
定、内々定の取消に関する法的問題点に注意されることはもちろん

結語４
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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　中村　圭祐

採用内定・内々定について

〒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

ホームページ：http://www.avance-lg.jp/
アヴァンセ　セミナー

弁護士
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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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さくら～さくら～♪
４月に入り、また一段と暖かくなりましたね！皆様いかがお過ごしですか？

私・矢吹は、毎日お花見でお酒が抜けません（笑）

冗談はさておき、今月もお仕事に役立つアプリをご紹介してゆきますよ！
皆さんの仕事に使えるアプリを見つけて、どんどん活用してくださいね！

※iPadは、Apple Inc.の商標です。

13

Cooliris ￥無料

★いろいろなところに保存している写真をまとめ
てスタイリッシュに閲覧。もちろん好きな写真を
グループ間共有することも可能！

Haiku Deck ￥無料

★iPadでとっても簡単にプレゼンテーション資料
を作成できる！デザイン力がなくても大丈夫！
クラウド・SNS連携で共有も簡単。もちろん、
チャートやグラフなども思い通りに作成。

ここでご紹介するアプリについて、使い方や利用方法などなど、不明点あれば
御社のサポート担当までぜひご相談ください！お答えできる範囲で回答いたします。

また、当社ではお客様のiPad利活用をサポートをするためのサービスもご用意しております。

次回もビジネスAppをご紹介します！どうぞお楽しみにー★
(※アプリ自体の保証・サポートは行っておりません)

●スライド作成画面

●グラフ作成もできる

●スライドプレビュー

スライドを
再生すると
スタイリッ
シュなアニ
メーション
で一段と目
を引くプレ
ゼンに！

チャートや
グラフも思
い通りに作
成できる

カメラロール
に保存されて
いる写真も
簡単に挿入
できる

●iPad画面

iMemory Graph ￥有料

★アプリの起動中に突然画面が真っ暗に
なって起動が強制停止したことはありま
せんか？そんなときに使えるのがメモリ
解放アプリ！

バックグラウンド
で起動中のアプリ
を１タップですべ
て終了させること
ができる。

●iPad画面



大久保秀夫 経営塾
～「やり方」経営から「在り方」経営へ～（第１６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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今回は「謙虚な心を持つ」がテーマです。経営判断というものは、きわめて合理的に行われるものであって、
それこそ神頼みなどということは、一切するべきではありません。しかし、伸びている会社に行くと、不思議
なことに、必ず神棚が置いてあります。

実は、私も社内に神棚を置いています。でもそれは、別に神頼みをするのが目的ではありません。あくまで
も、「自分よりも上の存在があるのだ。だから、常に人に教えを請うという気持ちを忘れず、謙虚でいなけれ
ばならない」という気持ちを忘れないようにするためのものなのです。社長は、少なくともその会社の中では
トップの存在です。「会社」という狭い世界では、自分に対して文句をつける人間はいませんので、そこにあ
る種の思い上がりが生まれてしまう恐れがあります。だからこそ、自分よりも常に上の存在がいるという謙虚
な気持ちになれるように、神棚を置いておくのです。裸の王様になった途端、組織というのは崩壊してしまう
ものです。ですから虚心坦懐、いつも謙虚な心を持っていることが大事です。

よく神様を拝んでばかりいる人がいますが、あれはダメです。拝んでどうにかなるなら、一生拝んでいれば
いいでしょう。しかし、拝んでいるだけでは、絶対にダメなのです。その証拠を教えてあげましょう。プロ野
球は12球団あることをご存知だと思います。その球団は、揃って毎年、優勝祈願をしていませんか？拝めばい
いのなら、全球団が優勝していますよね？選挙のときには、全候補者が当選祈願をしていますよね？でも、
ちゃんと落ちる人は落ちるのです。ハッキリ言って、神様を拝んでどうにかなるものではないのです。

神様の前には、必ず鏡がありますね。フォーバル本社の神棚にもありますし、神社にも大きな鏡があります。
鏡とは、自分を映し出すのです。もともと鏡というのは、「仮のわが身」と書くそうです。仮のわが身＝鏡。
要するに、「自分をしっかりと見なさいよ。成功も、失敗も、恐れも、喜びも、全てあなたの心の中にあるん
ですよ」ということです。同じ境遇にあっても、「苦しい」と思う人もいれば、「チャンスだ」と思う人もい
るのです。「自分は幸せだなあ」と思うのも、「不幸せだな」と思うのも、全て自分が決めているのです。だ
から、問題は全て自分自身の中にあるのです。神様の前に鏡が置いてあるのは、「あなたを見なさいよ」とい
うことなのです。

朝、私はいつも神棚に向かって、必ず二礼二拍手一礼しています。ここで何をしていると思いますか？ただ
「おはようございます。今日の私を見ていてください」と鏡を見て誓っているだけです。同じように事務所か
ら出るときは、「ありがとうございました。出かけます」というだけ。たったこれだけしかやっていません。
神頼みをしているわけではないのです。だけど、人間というのはやはり誰かに感謝をしなければいけません。
ですから、朝起きたら太陽に向かって必ず（冬は太陽が出る前に起きていますが）、「今日も１日頑張るぞ」
という気持ちで感謝しています。やはり、そういう「何かに生かされている」という気持ちを持って、感謝を
するということが大事だと思っています。

ところが、そういう謙虚さを失ってしまう人が多いのです。
残念ながら、中小・零細企業の社長さんの中には、ゴルフ場へ
行っても、レストランへ行っても、どこへ行っても、態度が大
きい人がいます。「俺は偉い」と思って威張っているのです。
でも、本当に偉い人は絶対に威張りません。経営者にとって、
まず謙虚な心を持つこと、これが本当に大事なポイントになり
ます。私の場合、幼少期に交通事故に遭い、九死に一生を得た
経験で、「生かされている」「人間はいつ死ぬか分からない」
「命があるうちに、一生懸命生きよう」という気持ちがあるの
で、全てに対して全力投球するという思いで生きています。
「生かされている」ということに感謝しているわけです。

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。
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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。

◆ 2013年4月 ◆

南部解放記念日（ベトナム）

1975年、南ベトナムの首都サイゴンが陥落し、
ベトナム戦争が北ベトナムの勝利で終結したことを記念

30 日

(火)

ヘリコプターの日

1986年、全日本航空事業連合会が制定。ヘリコプターの原
理を考え出したレオナルド・ダ・ヴィンチの誕生日

15 日

(月)

羊肉の日

ジンギスカン鍋の普及のため、
ジンギスカン食普及拡大促進協議会が制定
「よう(4)に(2)く(9)」（羊肉）の語呂合わせ

29 日

(月)

SOSの日

1912年、豪華客船タイタニック号が氷山に衝突
この時に発した信号が世界初のSOS信号と言われている

14 日

(日)

ドイツワインの日

German WineとGolden Weekの頭文字が同じであること
から、ゴールデンウィークに入る前日を記念日とした

28 日

(日)

東南アジア・南アジアの正月の祝日

東南アジア・南アジアの多くの国では4月14日を新年の始ま
りの日としており、その前後を含めて祝日としている

13 日

(土)

婦人警官の日／婦人警官記念日

1946年、戦後はじめて警視庁に採用された
婦人警官62人が初勤務をしたことから

27 日

(土)

世界宇宙飛行の日

1961年、ソ連が世界初の有人宇宙衛星船
「ボストーク1号」の打ち上げに成功したことにちなんで

12 日

(金)

七人の侍の日

1954年、黒澤明監督の映画『七人の侍』が公開された

26 日

(金)

1903年/童謡詩人：金子みすゞの誕生日

1931年/作曲家：すぎやまこういちの誕生日

1949年/歌手・俳優：武田鉄矢の誕生日

11 日

(木)

ＤＮＡの日

1953年、『ネイチャー』誌にクリックとワトソンの
DNAの二重らせん構造を発表する論文が掲載された

25 日

(木)

ヨットの日

ヤマハ発動機が制定
「ヨッ(4)ト(10)」の語呂合わせ

10 日

(水)

植物学の日

「植物学の父」と呼ばれる植物分類学者
牧野富太郎の誕生日にちなんで

24 日

(水)

食と野菜ソムリエの日

日本ベジタブル＆フルーツマイスター協会が制定
四(し)九(く)で「しょく」の語呂合せ

9 日

(火)

地ビールの日

1999年、「地ビールの日選考委員会」が制定
ドイツでは「ビールの日」とされている

23 日

(火)

タイヤの日

4月は春の全国交通安全運動が行われる月であり
8がタイヤをイメージさせることから

8 日

(月)

よい夫婦の日

講談社が制定
「よい(4)ふうふ(22)」の語呂合わせ

22 日

(月)

1952年/『鉄腕アトム』が月刊誌「少年」で連載開始

1963年/NHK大河ドラマ第一作『花の生涯』が放送開始

1979年/テレビアニメ『機動戦士ガンダム』放送開始

7 日

(日)

1883年/柔道家：三船久蔵の誕生日

1926年/イギリス女王：エリザベス2世の誕生日

1943年/大相撲立行司：木村庄之助 (34代)の誕生日

21 日

(日)

北極の日

1909年、アメリカ海軍の軍人ロバート・ピアリーが、
世界で初めて北極点に到達したことから

6 日

(土)

青年海外協力隊の日

1965年、青年海外協力隊(JOCV)が発足した
発展途上国の国作りを支援する為に、満20歳から39歳まで
の人達がボランティアとして活躍している

20 日

(土)

デビューの日

1958年、読売巨人軍の長嶋茂雄がプロ初出場したことに
ちなんで、その年デビューした新人にエールを送る日

5 日

(金)

飼育の日

日本動物園水族館協会が2009年に制定

四(し)一(い)九(く)で「しいく」の語呂合せ

19 日

(金)

ピアノ調律の日

Aprilの頭文字が調律の基準音Aと同じで、
その周波数が440Hzであることから

4 日

(木)

発明の日

1954年、発明協会が制定。1885年に、現在の「特許法」
の元となる「専売特許条例」が公布された

18 日

(木)

神武天皇祭

神武天皇が死去したとされる日
1874年から1948年までは大祭日となっていた

3 日

(水)

貯蓄の日

2004年、冬春なす主産県協議会が制定。「ヨ(4)イ(1)ナ
(7)ス」の語呂合わせ、4月が冬春ナスの 盛期であるため

17 日

(水)

国際こどもの本の日

1966年、国際児童図書評議会(IBBY)が制定
アンデルセンの誕生日にちなんで

2 日

(火)

女子マラソンの日

1978年、東京・多摩湖畔で日本初の女子フルマラソンの
大会「第1回女子タートルマラソン全国大会」が開かれた

16 日

(火)

1989年/消費税導入、税率3%

1997年/消費税が5%に引き上げられる

2014年/消費税が8%に増税（予定）

1 日
(月)



I made an innocent mistake.

innocent mistake = 悪意の無い間違え・うっかりミス

innocent = （形）率直な、純真な、無邪気な、世間知らずな、うぶな、だまされやすい、無知な、にぶい、
欠けている、不足している...など。

でも、私の場合は、

I'm absent-minded.

うっかりしている人 = （形）absent-minded

考えごとなどして凡ミスが多い、おっちょこちょいって感じですかね！？

実は、先日、振込を間違えて18円多めに払ってしまいました（涙）。
反対に、18円足りなかったら、また振込みしなければいけなかったことを考えると、まあ、大したミスではありません。

そんな話をしていると、うちのスクールの講師のジェイソンが、

Jason : You just spaced out. 上の空だったんだね。

私 ： Yes, I was in space. そうだね、宇宙にいたからね。

※ space out = 〈俗〉ぼんやりする、ボーッとする（上の空）

そこに、ジニー先生がやって来て、私だったら、（You just spaced out. と言われたら・・・）
Call me E.T. とか、I was visiting my family.とか、I was on Mars.(火星）なんてジョークを言うかな～～～！とのこと。

こんな言い方もあるんだ、と文化の違いを感じました。
まだ、ボーッとするには、季節は早いですけどね...

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
キニンモント早苗です。

今日のお題は
「“うっかりミス”って英語でどう言うの？」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
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お問合せ TEL 0120-81-4086
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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/

コーレアの花には「お互いをよく知る」
「信頼」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。
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初めまして、8anana(ばなな)と申します。

ネームの由来は、「果物のバナナのよう
に安価なのに美味い(上手い)」からきて
おります。ウソです。ただバナナが好きな
だけという安直な…

承っているお仕事は、挿し絵にキャラクタ
ーデザイン、ウェルカムボードからちょっ
とグロいイラストまで幅広く描かせていた
だいております。

見ていて楽しいイラストを心がけてます！
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