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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
２６９

有限会社エディ・ジャパン様が販売する新商品「トータルエアクリーン」は、次亜
塩素酸ナトリウムを使用した弱アルカリ性の画期的除菌・消臭剤です。従来の弱酸性、
中性にくらべ成分の安定性が高く、人体にも安全だからご家庭用、ペット用はもちろ
ん、介護施設や育児施設をはじめとする高い菌・ウイルス対策を求められるシーンか
ら、オフィス、調理場まで幅広く活躍します。また完全無香料の消臭剤としてもご使
用いただけ、タバコや焼肉など気になる臭い対策としても大きな効果を発揮します。

Correaお問い合せ番号：13058001

有限会社エディ・ジャパン

東京都豊島区池袋2-24-3 ウエルサイドビル4Ｆ
TEL 03-5949-6801
akutsu@edi-japan.com

安全・安心な弱アルカリ性だから、ペットはもちろん人のいる空間でも気
兼ねなく除菌・消臭剤としてお使いいただけます。それでいて除菌・消臭
効果は従来の次亜塩素酸ナトリウムと同様の効果が期待でき、さらに弱ア
ルカリ性だから高い効果が長く持続します。

トータルエアークリーン
Mボトル（500ml）
販売価格(税込)2,940円

トータルエアークリーン
Sボトル（300ml）
販売価格(税込)1,890円

トータルエアークリーン
詰替用（500ml）
販売価格(税込)2,520円

トータルエアークリーン
業務用（5000ml）
販売価格(税込)14,700円

商品ペットの臭い対策に
ペットが舐めても安全だからペッ
トのトイレなどの除菌消臭にも安
心してご使用いただけます。

インフルエンザ対策に
新型を含むインフルエンザ対策に
も大きな効果を発揮します。

キッチンの菌対策に
O-157、ノロウイルスなどの菌。
ウイルス対策にも効果を発揮しま
す。

日常の消臭剤として
タバコや焼肉など気になる臭い
も消臭。香料を一切使用しない
純粋な無香消臭です。

TEL 03-5949-6801お問い合わせ
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ルイーズサイン

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２７０

商品紹介商品紹介

Correaお問い合せ番号：13058002

（運営）株式会社マキシミリア

東京都中央区銀座1-6-8 第2上一ビル3F 
TEL 03-5524-2527 http://louis-sign.com/

・高級感のあるゴールド、シルバーのメタリック

・傷の付きにくい加工済

・軽量タイプ

「コーレアを見た！」で１個から１０％ＯＦＦ ※ショッピングサイト内の備考欄にご記入ください。

枠付ゴールドネームプレート

品のある美しいゴールド
ネームプレートです。

販売価格（税抜）
1,800円（小サイズ）
1,900円（大サイズ）

枠付シルバーネームプレート

品のある美しいシルバー
ネームプレートです。

販売価格（税抜）
1,800円（小サイズ）
1,900円（大サイズ）

ゴールドネームプレート

品のある美しいゴールド
ネームプレートです。

販売価格（税抜）
1,700円（小サイズ）
1,800円（大サイズ）

シルバーネームプレート

品のある美しいシルバー
ネームプレートです。

販売価格（税抜）
1,700円（小サイズ）
1,800円（大サイズ）

歯型ネームプレート
（ピンク線）

歯医者様にピッタリの歯型の
ネームプレートです。

販売価格（税抜）
1,900円（大サイズ）

歯型ネームプレート
（青線）

歯医者様にピッタリの歯型の
ネームプレートです。

販売価格（税抜）
1,900円（大サイズ）
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お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２７１

中医学４大技術を完全マスターできます。
中医美容フェイシャルも充実 ! 

当カレッジ独自ルートからの商品提供、
リピーターの増やし方、サロンワークの流れのノウハウなど、
開業準備についてもしっかりサポートしていただけます。

店舗型・自宅型で、夢のプチ「漢方サロン」を開業しませんか？
※個人レッスンの場合、割引は適用しません 。

『国際漢方アロマセラピスト２０日間コース』『国際漢方アロマセラピスト２０日間コース』

Correaお問い合せ番号：13058003

（運営）日康株式会社

代表者 荒井 昭八郎
千葉県船橋市飯山満町2-953-5
TEL 047-496-1062
http://www.kanpo-aroma.co.jp/漢方アロマ・療養カレッジ様がレッスンされてい

る「国際漢方アロマセラピスト20日間コース」で、
中医学４大技術を完全マスターしませんか？開業を
目指す方には、ビジネス面のサポートまでしっかり
対応されていらっしゃいます。

●個人のお客様向けの事業
漢方アロマセラピースクール経営事業
漢方アロマセラピスト育成及びフォローアップ事業
FCサロン経営サポート展開事業
健康予防及び指導セミナー教育活動

●法人向けオウトソーシング事業
サロン開業全般・オウトソーシング事業
キャリア健康管理形成セミナー各種事業

漢方アロマ 療養カレッジ

【受講時間】 20日間・360分/回 124時間
（テスト＋カウンセリング込）

【受講費用】 入学金 無料（税込）
受講料 650,000円（税込）
教材費 090,000円（税込）
（分割2回～３回払いが相談可能）
合計 740,000円（税込）
（当カレッジ・修了認定証発行費含む）

こんなご要望にぴったり！
○ 低価格で、独自の技術を身につけ、

一生の健康を手に入れましょう。
○ 自分らしいセンスで作り上げた、

「漢方アロマ・療養サロン」は
私の大切な「お城」。

○ 子供と夫を送り出し後、自宅サロンの
始まり。プチ副業で充実した毎日。

漢方アロマについて漢方アロマについて
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お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２７２

ボープラス工業様は、エコ・省エネ
ルギーの分野で個人～大手企業まで対
応する商品を多数取り扱っていらっ
しゃいます。
「省エネや省コストの看板を掲げて、

効果に合わない設備投資をしていただ
くのはナンセンス」という想いから、
初期投資ゼロで初月からエネルギーコ
ストダウンできる機器や、償却期間の
短い機器の開発・販売に注力してい
らっしゃいます。
省エネ・省コスト機器導入を検討さ

れている皆様、全国ネットのボープラ
ス工業にご相談ください。

年間２５万円の省コスト事例も年間２５万円の省コスト事例も

現在お使いの熱感知式のブレーカーから電子
制御式のブレーカーに変更することで、
今までの使い勝手はそのままに大幅な電気料
金の削減をすることが可能です。

右記の検針票をご用意いただき、
電話 03-5714-0452またはボープラス工業様のWEBサイ
ト（http://www.bowp.co.jp)からお問い合わせください。

大型店舗、工場、オフィスビルに省コストで省エネ大型店舗、工場、オフィスビルに省コストで省エネ

設備の中でもっとも電気の使用量が多い空調設備。
より省エネルギーのものを導入して電気代を削減したい！
でも設備の総入れ替えは予算が・・・ご安心ください。
今ある設備にコンデンサーを追設することで、 大２５％の
電気使用量を削減。高圧カット対策、製品寿命を延命します。

詳しくは特設サイトへ！⇒http://www.supercondenser.bowp.co.jp/

ご契約種別 「低圧電力」 対応業種例 20kw～

ガソリンスタンド クリーニング業 菓子製造業 石材業

マンション管理組合 運送業（倉庫内） 蒲鉾製造業 金属加工業

自動車整備業 工務店（工場内） 米屋 建築用板金業

自動車板金業 窯業 蒟蒻製造業 塗装業

ご契約種別 「従量電灯B/C」 対応業種例 20kva～

ドラッグストアー 酒屋 コンビニ 飲食店

ケアハウス グループホーム 本屋 レンタルビデオ店

管理組合様必見！！詳しくはＷｅｂで

マンション共用部にかかる
コストが100万円消えた？！

「転載：東京電力」

ボープラス工業株式会社

東京都大田区蒲田5-20-10
第二美須ビル 7F
TEL 03-5714-0452
http://www.bowp.co.jp/

Correaお問い合せ番号：13058004
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お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２７３ 東京都中央区銀座1-13-5 十一屋ビル6F

グランフォンド軽井沢は、群馬・長野の７市町村が連携して行なわれるサイクルイベント
です。軽井沢を起点に浅間山1周125km、標高2300mの本格山岳コースを設定。
本戦となる「グランフォンド軽井沢」は2日（日）に、ファミリーやビギナー向けの「グ
ルメフォンド軽井沢」「タンデムフォンド軽井沢」は1日（土）に行なわれます。エイド
ステーションでは、軽井沢にゆかりのあるグルメがふるまわれるなど、どなたでも楽しん
でいただけるイベントです。自転車好きの方、グルメ好きな方、ぜひご参加ください。

Correaお問い合せ番号：13058005

株式会社ブランデックス・ジャパン様は、
企業広報の頼れるパートナーとして、より
質の高く効果的な広報活動を支援されてい
らっしゃいます。今回は、現在携わってい
るイベント「グランフォンド軽井沢」につ
いて紹介させていただきます。

株式会社ブランデックス・ジャパン

主催：グランフォンド軽井沢実行委員会 主管：ＮＰＯ法人スポーツコミュニティー軽井沢クラブ

エントリー受付は５月２０日まで！ グランフォンド軽井沢

６/１(土) グルメフォンド
gourmetfondo

軽井沢の名所に設けられたエイドステーション
をめぐり、高原のグルメを楽しむプレミアムイ
ベント。レンタルサイクルでの参加も可能です
（先着800人）。

６/１(土) タンデムフォンド
tandemfondo

自転車の街・軽井沢ならではの公道のタンデム
サイクリング。グルメフォンドと同時開催。
タンデム自転車での走りを楽しめます
（先着100人(50台)）。

６/２(日) グランフォンド
granfondo

浅間山麓一周125㌔をロングライド。
上りの累積標高2,300㍍超。
開放感あふれる風景の中を本格サイクリング。
完走の栄光を目指そう。

カテゴリーカテゴリー
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お客様自慢！！

ＣＡＳＥ
２７４

株式会社技建様は、横浜市専門の防水工事・
塗装工事業者です。「横浜市専門」にこだわるこ
とで、『スピード対応』『低価格』で工事を実現。
お客様に非常に喜ばれていらっしゃいます。
また、防水塗装に水溶性の塗料を使うことで、

有害物質がなく、ほとんど臭いもない工事を
実現されています。

横浜 技建

Correaお問い合せ番号：13058006

こんな症状に注意こんな症状に注意

建物の塗装の塗り替え時期は一般的に5～10年です。

しかし、塗装の状況や種類、建物の環境など、さまざ
まな要因で違ってきます。

外壁をよく見てみると、痛みが発生しているかもしれ
ません。その症状を放置しておくと、「雨漏りの原
因」「建物全体の劣化」など、更に深刻なトラブルに
つながる可能性があるため、早めに対応をオススメし
ます。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台33-13-503 
TEL 045-334-5207 
http://www.g-i-k-e-n.jp/

雨漏り修理に駆けつけます！
当社で一番多いお問い合わせは、「雨漏り修理」です。フォーバルのお客様でお困りの方は、駆けつけます！

雨漏りでお困りの方、防水塗装をご希望の方は、
お気軽にお問い合わせください！ TEL 045-334-5207

技建様が利用している防水塗料の「リボールマイティー」は水溶性で、ほとんど臭いがなく身体にも安心です。
これは、一般的な塗料に使われる有機溶剤を一切使われていないためです。厚生労働省が濃度指針値を定めた、
「VOC14物質」の有害物質が含まれません。また、PART法、消防法、毒物劇物などの規制も受けない安全
な塗料です。

臭いが少ない

有機溶剤を使わないため、
臭いも少なく、工事期間に

近所に迷惑をかけずに済む。

抜群の防水性

水溶性ですが防水性は抜群
です。どんな場所にも塗装

することができます。

工期が短い

防水塗装工事にかかる工事
期間は、通常の有機溶剤に

比べて短く済みます。

有害物質を含まない

従来の防水塗料とは違い、
有害物質を含まないため、

人体にとって安心の塗装です。

水溶性塗料で安心の防水工事

スピード対応 低価格 高品質

施工に技術が必要な分、
お客様に喜ばれる
防水塗装工事です。
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皆さま、こんにちわー！ゴールデンウィークはいかが過ごされましたか？
旅行に行って羽を伸ばされた方、お家でゆったり過ごされた方、はたまた、
変わらず仕事に励まれた方！さまざまだと思いますが、５月は立夏の月。
だんだんと暑くなってきますね～
季節の変わり目は、体調を崩し易くなります。
皆さま、十分お気をつけてお過ごしください！！
それでは今月も一押しアプリを紹介いたします！ ※iPadは、Apple Inc.の商標です。

09

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)

iPlaywalk ￥無料

★入力した文章を自動音声で読み上げてくれる
アプリ！これは面白です！自動音声なので多
少のなまりはありますが、そこがまたおもしろ
い！Newsなど、運転中の隙間時間に利用する
のもOK～

Skyscanner ￥無料

★電車の乗り換え案内はよくありますが、これ
は飛行機のフライト時刻や、値段など、利用用
途に応じてあなたに最適の飛行機を選んでくれ
ます。国内のみならず海外も対応しているので、
忙しいビジネスマンにはうってつけかも！？

SpeedText HD ￥450

★手書きで文書を書くためのアプリ！
入力Padに文字を書くと、手を放して0.5秒後に自
動で文字が入力されます。
さらに、決まった枠線の中にぴったりと文字が
収まるため、多くの文字が入力でき見やすい！

メモをとった日付
順に並ぶから
簡単にノートを
探し出せるよ

残念なこと
に声は男性
バージョン
だけでし
た・・・

まさに紙にメモする感覚！



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

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル14F
フリーダイヤル 0120-81-4086
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きくた　じゅん
菊田　淳

弁護士

■執筆者情報 ■ご連絡先

お客様１人１人に対して、真摯に向き合い、お
客様が最大限に満足できる解決に向けて尽力致
します。些細なことであってもお気軽に御相談
下さい。

【受付時間】
午前10:00～午後6:30

【休日】
土・日・祝

皆様こんにちは。最近はいかがお過ごしでしょうか。

私は、花粉症に悩まされる日々が続いています。
さて、今回は、商標権についてのお話をさせて頂きます。

　商標については、ご存じの方も多いことと思われますが、いわ
ゆる知的財産権の一種です。典型的には、会社のロゴマークや、
自社製品に付すマークがこれに該当します。ニュース等でも、取
り上げられる機会は多く、知的財産権の中では比較的馴染みのあ
る分野ではないでしょうか。
　最近で言えば、大分県が「おんせん県」の商標登録出願を検討

しているとか、お隣の韓国で、日本でも有名な「ザ・ダイソー」
による「ダサソー」という商標使用差止め請求の仮処分が認めら
れた等のニュースが記憶に新しいですね（なお、商標権は、日本
で登録しても、その効力が海を越えて海外でも認められることは
原則としてありません。今回のダイソーの件は、韓国の「ダイ
ソー」商標権者が請求しています。）。

　商標権は、商標登録をすることで、権利としての効果が生じます。

　その効力は、おおまかに言うと、「当該商標を独占使用し、他
者による当該商標の使用を禁止する」効力があります。このこと
によって、登録商標を付した商品につき、粗悪な模造品を作成さ
れ無断で商標を使用されても、商標権の効力を主張し、当該商品
や販売者、製造者等のブランド価値の低下を防ぐことができま
す。特に、製造業者や販売業者にとっては必ず知っておくべき権
利であるといえます。

　商標権の効力は、具体的には、①差止請求権、②損害賠償請求

権、という形であらわれます。
　①は、商標権侵害が生じる事前の予防策、あるいは侵害されて
以降損害の拡大を防ぐための手段になります。この請求が認めら
れると、相手方に対し、商標権侵害行為を禁止できるだけでなく、
侵害行為組成物の廃棄及び侵害行為に供した設備の除却その他の
必要な行為を求めることできます。例えば、当該商標を付した商
品等の廃棄や、商標刻印機の除却等がこれに該当します。
　②は、商標権侵害によって実際に損害が発生した場合の救済手
段になります。なお、②については、法律上、立証責任の一部が
侵害者側に転嫁されており、商標権者の保護が図られています。

　上述のような商標権の性質を利用して、自分で使用する意図が
ないにもかかわらず、あらかじめ使用されそうな商標を登録して
おいて、使用したがっている相手に商標権を売る、ということを
行うような人もいます。
　例としては、少し前に話題になった、阪神関係の会社ではなく
一般人が「阪神優勝」というロゴを登録したケースが挙げられます。
　もっとも、このようなケースは、商標には登録料がかかる上に、
必ずしも当該商標をほしがる人や会社が現れるとは限らないの
で、必ずしも利益があがるとは限らないばかりか、商標法の制度
趣旨に適うとはいい難い利用方法なので、商標自体が無効と判断
される可能性も否定できません（なお、「阪神優勝」のロゴは、

審決によって無効と判断されました。）。

　会社側としてこのような事態になることを防ぐためには、思い
つく限りの商標を登録しておくのが理想ではあります。現実問題
として、あまりにも多くの商標を登録しては、登録料の負担が過
大なものとなってしまうので、あまり現実的な話ではないかもし
れませんが……。登録したい商標の数が多い場合には、どの商標
で、どの範囲まで効力を生じさせられるかを専門家と相談した上
で、どの商標を登録すべきかを取捨選択していくのが現実的では
ないかと思われます。

　今回の記事が、皆様の商標に対する興味・理解を少しでも深め
られたのであれば幸いです。新たに事業を始められる方であれば、

以上のことを意識しておいて頂き、企業価値の向上及び維持に役
立てて頂ければ幸いです。

2   商標権の効力

3  余談3  余談3  余談

4  最後に4  最後に

1  はじめに1  はじめに

執筆者      　弁護士法人アヴァンセリーガルグループ　弁護士　菊田  淳

商標権について

03-4577-0757

弁護士

44
シリーズ

第 　 回

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。

11
〒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



①神奈川県／結束工具販売

【募集】透明で筒状の容器
(上下がネジ式のフタ付き)
を探しています！

神奈川県藤沢市で結束バンドや結束工具を取り
扱っております。

下部写真のような容器を探しております。
【サイズ】
高さ：300㎜～310程度
直径：120㎜程度

写真の容器のシール等は気にせず、外観のみ参考
にしてください。蓋のカラーは問いませんが、できれ
ば回して締めるタイプで、本体は透明を希望してお
ります。（半透明は医療用等であるようですが、透
明なものは見つけられておりません。）
少量でも販売いただけるメーカー様、業者様いらっ
しゃいましたら、ぜひご連絡ください。

フォーバル担当：楢原 一基
Correaお問い合せ番号：13056001

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中野区/商社

【募集】子供服を小ロット生産
できる業者!

首都圏で子供服を小ロット生産できる業者様を探して
おります。

≪条件≫
子供服を小ロット生産できる会社
・子供服（3～5歳、男女ともに）
・ロット数（10着ほど）
・パターン数（30パターンほど、デザイン・サイズ合計）

・地域（首都圏近郊）

企画・サンプル製作までは弊社にて行いますので、
サンプルを元に小ロット製作をお願いいたします。
ご連絡お待ちしております。

フォーバル担当：宮地 弘
Correaお問い合せ番号：13056002

③東京都／おしぼり販売

【募集】おしぼり用の洗剤を
販売しているメーカー（全国）

沖縄県で、おしぼり（白物）の販売を行っております。
（本社は東京です）

クライアントに対して、洗剤と合わせて販売していこう
と計画しており、おしぼり用の洗剤を販売しているメー
カーさんを探しております。

≪条件≫
・おしぼり用の洗剤（白物用に限る）
・メーカー様との直接契約希望

ご連絡お待ちしております。

フォーバル担当：宮地 弘
Correaお問い合せ番号：13056003
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④千代田区／障害者支援

オリジナル「応援ソング」を
お創りします。

企業・組合・自治体・団体様向けでは、社歌、校
歌、応援歌など企業や地域のイメージソング。

商品の販促には、コマーシャルソング、イメージ
ソング、イベントソング、キャンペーンソング。

クラブ活動や地域マスコットキャラクタ（ゆるキャ
ラ）には、応援歌、テーマソング、イメージソング、
イベントソング、キャンペーンソング。

関連資料や面談などで歌詞を作り、実力派の歌
手が歌います。音楽の曲調（ポップ・演歌など）を
お伝えください。

また個人向けの「人生ソング」、「自分ソング」、
誕生、結婚、還暦、結婚記念日、葬儀での歌など
もお創りいたします。

ご質問やご要望がございましたら、お気軽にお
問い合わせください。

フォーバル担当：余語 荘太
Correaお問い合せ番号：13056004

⑤練馬区/解体工事業

【募集】ストッキングを
縫製してくれる業者（全国）

特殊なストッキングの製作・販売を考えております。

企画・サンプルまでは弊社で行うので、それを元に
ロット生産してくれる業者様を捜しております。

≪条件≫
・ロットは100枚程

・国内に生産ラインを持っている事業者様

フォーバル担当：宮地 弘
Correaお問い合せ番号：13056005

⑥新宿区／医療

福利厚生として人間ドックを
お考えの社長！！
新宿駅近！

新宿駅直結という好立地で人間ドック、健康診断を
行っており、個人や企業様の福利厚生等も請け負うこ
とができる規模で診療を行っております。

また健診の結果、異常があった場合でも、当診療所に
てその場で保険診療が可能ですので、診断から診療
という一貫性を持っているのも強みです。

今回お問い合わせいただいた企業様には、料金的な
面でもご相談させていただきますので、お気軽にご連
絡ください。
ご連絡お待ちしております。

フォーバル担当：羽村 大地
Correaお問い合せ番号：13056006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！
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：馬場 桃香
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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１７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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前回に続き、「謙虚な心を持つ」がテーマです。ここで大事なことは、「何かしてもらうこと」をあたりま
えだと思っては駄目だということです。皆さんは、１日に「ありがとう」と何回言いますか？

私は秘書から、「会長はどんなときでも、お茶を入れると絶対に『ありがとう』と言ってくれる」と、よく
言われます。社内でも「あたりまえだろ」という感覚で、絶対に「ありがとう」を言わない人もいるそうです。
秘書としては、やはり「ありがとう」と言われたら、「次もおいしいお茶を入れよう」という気持ちになるそ
うです。人間ってそういうものでしょう？私も、このように人から言われて「ああ、なるほどな」と思いまし
た。何かしてもらったときに、あたりまえだと思ってはダメ。レストランに行っても「ありがとう」、タク
シーに乗っても「ありがとう」。どんな境遇でも、相手に感謝の気持ちを示すことが大事なのです。

要するに、こういうところにも全て、人間性が出るのです。会社の社長なんて、偉くもなんともありません。
だって、社員がいてくれるから社長が成り立つのですから。社長は「自分が仕事をできるのは、みんながいて
くれるからだ」と思ったら、「ありがとう」という気持ちを持つべきではないでしょうか？私はそう思います。
両親に対しても、家族に対しても、「ありがとう」。社員に対しても、お客様に対しても、「ありがとう」。
とにかく、この「ありがとう」の数が、たくさんあることが大事なのです。

会社もそうではありませんか？お客様から「ありがとう」をたくさん言ってもらったら勝てるのです。反対
に、「ありがとう」を言ってもらえなければ、会社は駄目になります。ですから、社員から、お客様から、い
かに「ありがとう」をもらうか？それが価値なのです。「『謙虚』と『感謝』は人間関係の潤滑剤である」、
そういうことをしっかりと理解しなければなりません。間違った方向に行ってしまっても、気付かない人はた
くさんいます。これは、謙虚な心がないと誰も注意してくれないからです。しかし、謙虚な心、感謝の気持ち
さえ持っていれば、仮に逆境に陥ったとしても、そこからのリカバリーは必ず可能です。どんなことがあった
としても、絶対に上手くいくのです。とにかく一番大事なことは、謙虚な心。これを持っていただきたい。そ
の心をしっかり持って、「みんなパートナーだ」「役割が違うんだ」ということをしっかり理解するのです。

どんなに好調であっても、謙虚さを持たない、おごり高ぶった人間というのは、絶対に成功は続きません。
反対に、逆境も一生は続きません。どんなに厳しい状況にあったとしても、謙虚な気持ちを持ってちゃんと
やっていれば、必ず上向きになっていくのです。しかし、逆境に嘆いている人、「俺は不幸だ」「俺はダメ
だ」という人は、ずっとそのままです。神様というのは、それをその人が求めていると思ってしまうのです。
なぜなら、「俺は不幸だ」と認めているのですから。ずっとそうやって生きていることになってしまうのです。
ところがそうではなく、「いや、必ず僕はこうなるんだ」とか、「これは試練を与えてくれているんだ」とい
うことを理解すると、「ああ、こいつは良くなりたいんだな」と、やはりそちらの方に導いてくれる。何かそ
んなエネルギーが働くのです。すなわち、人間は思ったとおりになるということです。

だから、「心をどうコントロールするか？」ということが、
とても大事なのです。どんなに辛くても、「これはもっと大き
な試練を与えてくれるための今、前哨戦なんだな」「俺は試さ
れているんだな」という気持ちを持って前向きにやっていくと、
必ず良い方にいくのです。とにかく、現状を嘆いても絶対には
じまりません。そういうことをしっかりと理解していただけれ
ば良いと思います。そういう気持ちでいることで、人を恨むこ
とがなくなったり、人のせいにしなくなりますので、結局、謙
虚な心になるわけです。ぜひこのコラムを読んでいただいてい
る皆さんには、そうなっていただきたいと思います。もちろん、
私自身もそうならなければいけないと思っています。

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。
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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5月 ◆

女子将棋の日

2011年、日本女子プロ将棋協会(LPSA)が制定

2007年の同協会の設立日

30 日

(木)

ヨーグルトの日

ヨーグルトを研究したロシアの
イリヤ・メチニコフの誕生日に因み明治乳業が制定

15 日

(水)

世界禁煙デー

1989年、世界保健機関 (WHO) が制定
国際デーの一つ

31 日

(金)

こんにゃくの日

1989年、全国こんにゃく協同組合連合会が制定
「こ(5)んに(2)ゃく(9)」の語呂合せ

29 日

(水)

1945年/名古屋空襲で名古屋城が焼失
1971年/第48代横綱大鵬が引退
1991年/第58代横綱千代の富士が引退

14 日

(火)

ゴルフ記念日

1927年、第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が
横浜の程ヶ谷カントリー倶楽部で開催されたことを記念

28 日

(火)

カクテルの日

カクテルという名称が生まれた日
1806年、アメリカの雑誌「バランス」にて

13 日

(月)

百人一首の日

1235年、藤原定家によって小倉百人一首が完成された

27 日

(月)

国際看護師の日

1965年、国際看護師協会 (ICN) が制定
2002年に「国際看護婦の日」から改称された

12 日

(日)

東名高速道路全通記念日

1969年、大井松田IC～御殿場ICが開通し、東京から愛知県
小牧市まで346kmにおよぶ東名高速道路が全線開通した

26 日

(日)

1960年/俳優・タレント：松尾貴史の誕生日
1964年/アイドル・歌手：ひかる一平の誕生日
1984年/モデル・タレント：SHELLYの誕生日

11 日

(土)

アフリカデー・アフリカ解放の日

1963年、アフリカ統一機構（OAU、現在の
アフリカ連合(AU)）が発足したことを記念

25 日

(土)

コットンの日

1995年、日本紡績協会が制定
「コッ(5)トン(10)」の語呂合せ

10 日

(金)

伊達巻の日

厚焼き卵などの寿司具を製造する千日総本社が制定
伊達巻の名前の由来といわれる伊達政宗の忌日（旧暦）

24 日

(金)

メイクの日

Japan Make-up Artist Networkが制定
May(メイ)九(く)で「メイク」の語呂合せ

9 日

(木)

キスの日

1946年、日本で初めてキスシーンが登場する映画である、
佐々木康監督の『はたちの青春』が封切りされたことから

23 日

(木)

ゴーヤーの日

五(ご)八(や)で「ゴーヤー」の語呂合せと、
5月からゴーヤー(苦瓜)の出荷が増えることから

8 日

(水)

国際生物多様性の日

生物の多様性が失われつつあること、また、それに纏わる
諸問題に対する人々の認知を広めるために国際連合が制定

22 日

(水)

コナモンの日

五(こ)七(な)で「こな」の語呂合せ。たこ焼き・うどん・
お好み焼き等、粉を使った食品の魅力をPRする日

7 日

(火)

小学校の日

1869年、京都市に日本初の小学校「上京第二十七番組小学
校」「下京第十四番組小学校」が開校したことを記念

21 日

(火)

国際ノーダイエットデー

世間のダイエットへのプレッシャーに対抗し、
ダイエットによる健康影響を訴える日

6 日

(月)

ローマ字の日

1995年、財団法人日本のローマ字社(NRS)が制定
ローマ字国字論を展開した田中舘愛橘の命日に因む

20 日

(月)

手話記念日

2003年、日本デフ協会が制定
手話が左右の五本指を使うことから

5 日

(日)

セメントの日

1875年、官営深川セメント製造所にて宇都宮三郎らが
国産初のセメントの製造に成功したことを記念

19 日

(日)

名刺の日

日本名刺研究会が制定。英語で5月はMay（メイ）、
それに4を「シ」と読んで、名刺の日となった

4 日

(土)

ファイバーの日

食物繊維に関する情報提供を行う学術団体
「ファイバーアカデミア」が制定
「ファ（5=ファイブ）イ(1)バー(8)」の語呂合せ

18 日

(土)

世界報道自由デー(World Press Freedom Day)

民主主義にとって表現の自由は必要不可欠なものであり、
表現の自由の侵害に対して抗議行動を起こすよう
世界に呼びかける日

3 日

(金)

世界高血圧デー（高血圧の日）

2005年、世界高血圧連盟が制定
日本では2007年から「高血圧の日」として実施されている

17 日

(金)

1872年/小説家・歌人：樋口一葉の誕生日
1958年/放送作家・作詞家：秋元康の誕生日
1971年/元横綱・大島親方：武蔵丸光洋の誕生日

2 日

(木)

旅の日

松尾芭蕉が「奥の細道」に旅立った日
1988年、日本旅のペンクラブが提唱

16 日

(木)

すずらんの日

フランスでは、この日に日頃お世話に
なっている人へスズランの花を贈る習慣がある

1 日
(水)



今回の話題は 近、気になっているあのフレーズ「いつやるの？今でしょ！」。

うちのGinny先生に聞いてみました。

私： 「How do you say “英語の勉強いつやるの？今でしょ！”in English?」
（How do you say " ～ ” in English? は、「～って英語でなんて言うの？」。）

Ginny: 「This is a little tricky. （tricky=やりにくい、扱いにくい、微妙な）

直訳すると “When are you going to study English?” “Now”, になるけど、

but that doesn‘t have the same feeling at all. (それだとちょっと同じ感じにならないんだよねえ...)」

そうそう、言語が違うので、直訳だと、微妙になる場合が多いし...

Ginny： 「It‘s actually a play on a famous quote, （演劇の中の有名な格言にあるんだけど、）
“If not you, who? If not now, when?” （あなたじゃなければ誰?今じゃなかったらいつ？）

っていうのを借りて、Maybe,

“When are you going to start studying English? If not now, when?“
（英語、いつ始めるつもり？ もし、今じゃなかったら、で、いつなの？）」

これが英語らしい表現だそうです。

さ・す・が！(*^▽^*)

ということで、みなさんは、英語をいつ始めますか？

「If not now, when?」
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