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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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世界唯一の光溢れる感動空間世界唯一の光溢れる感動空間

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ２８５

Correaお問い合せ番号：13088001
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永代供養納骨堂 東京牛込琉璃殿

東京都新宿区原町2-7-2
TEL 03-5287-5931
http://www.ruriden.jp/

瑠璃殿

永代供養納骨堂 琉璃殿最大の特徴は、2046基もの古代ガラス
の仏さまが一斉に光りを放ち、まさに光りの壁となる、その荘
厳な空間美です。ここに従来の納骨堂にはない世界にたったひ
とつの殿堂が誕生しました。

美しい光彩を放つ仏さま「琉璃基」は、古代ガラス技法で一つひとつ大切に制作されています。

古代ガラスは、鉄分を多く含む天然の材料を用い低温で制作することで淡い黄色が加わり、現代ガラスよりも優しい
印象の穏やかな雰囲気を醸し出しているのです。

琉璃殿様のおすすめポイント琉璃殿様のおすすめポイント

○最寄り駅から近くお参りにとても便利
○加藤清正公ゆかりの幸國寺が運営管理、

永代供養いたします
○必要な方への法名（戒名）の授与
○宗旨・宗派問わず

MAP

テレビや雑誌など
各メディアにも
注目されています

最寄り駅 都営大江戸線「牛込柳町駅」
より徒歩２分！

ご納骨・生前予約・ご改葬など
お気軽にご相談ください。

１．改札口は１ヶ所です。改札を出て左方面の東口エレベーター出口へお進みください。
２．１Ｆ地上でエレベーターを降りて左へ、そして、すぐまた左へお進みください。
３．右手にファミリーマートと駐車場、左手にドラッグストアを見ながら、そのまま

歩道を右にお進みください。（大久保通りという道路です。）
４．ゆるやかな坂を２分ほどあがると、右手に琉璃殿案内所があります。
※上記地図の赤い矢印→に沿ってお進みください。
※駐車場もあります。琉璃殿案内所でおたずねください。

都営大江戸線「牛込柳町駅」から「琉璃殿案内所」への行き方



お客様自慢！！

ＣＡＳＥ２８６

株式会社ディーアール様は、味への自信はもちろんのこと、来店された
全てのお客様に満足いただけるお店づくりをモットーとされております。

手間を惜しまない一杯のラーメン、入手困難な素材や新鮮さを提供する
ホルモン焼き、バラエティ豊かなメニューの中華食堂。業態ごとに違う厳
選した素材を堪能していただけるよう、日々努力されているのです。

いずれにおいても大切なのは、心に残るお店。「おいしかった」「楽し
かった」「また来たい」と来店いただいたお客様一人一人にご満足いただ
けること。そのひと言を励みに、活気あふれるお店創りに取り組んでい
らっしゃいます。

株式会社ディーアール

東京都品川区東大井1‐21‐9 マンションサメズ5F
TEL 03-6820-9510 http://www.dr-t.co.jp/

Correaお問い合せ番号：13088002

株式会社ディーアール

鹿児島黒豚
鹿児島県産の豚肉で巻いた野菜肉巻串

ヘルシー産直野菜
産地直送の旬の野菜 それを巻き巻き

こだわり食材や、めずらしいワインなど
取り扱っている業者さんを募集しております！

ニューオープンした『六道』の看板料理は、レタスや万ネギ、みょうがなど、
産地直送の旬の野菜を鹿児島県産の豚肉で巻いた野菜の肉巻き串。

10種類以上の中からお好きな野菜を選んだら、まずは“焼き”か“蒸し”を選ぶこ

と。“焼き”はポン酢と塩味から選べ、“蒸し”は濃厚な特製のくるみダレ・
厳選した塩・自家製のキレのいいポン酢の3つがついてきます。

そして、世界各国から厳選して取り寄せた100種類以上のワインたち。
グラスワイン500円～、ボトルは2,200円～3,000円台が中心という、リーズ
ナブルな価格帯で提供されています。業界初！“蒸し・焼き”が選べる新スタ
イルの肉巻串とともに、ゆっくりとワインが楽しめるお店です。

めざましTVの『めざにゅ～』
で紹介されました

TEL 050-5797-8900

お問い合わせ
ご予約はこちら

ワインにこだわる
世界各国から厳選！百種類以上のワイン

こだわり１ こだわり２ こだわり３
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産業企画様では、カタログや会社案内等の一般
的な印刷物から、ITを柱としたデジタルコミュニ
ケーションにいたるまで、お客様の視点に立ち、
Q（高品質）C（低コスト）S（迅速）D（短納期）
をモットーに、より効果的で、時代の要求に応え
るBtoBコミュニケーションの確立を目指してい
らっしゃいます。

東京都港区新橋6-22-2 佐藤ビル3F
TEL 03-3437-0057 
http://www.sanki.or.tv/

Correaお問い合せ番号：13088003

産業企画

これからの課題を教えてください

40年間、社長である私自身が新規開拓することを徹底し、クライ
アントを増やしてきました。博物館の仕事や工業系の大学との取
引が多いことが自慢です。工業系の広告ならおまかせください！

現在、主力事業が成功されている要因は？

地域に密着したカタチで、規模を大きくすることですね。

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ２８７

制作実績制作実績

社長のモットーを教えてください

直接お客様と接触し、お客様の顔を見て応対することで信頼関係
を築いていくことです。

社
長
取
材

社
長
取
材

山野 健一 社長に

成長の秘訣について教えていただきました

ホームページ制作、パンフレットの作成な
ど、文字で伝えるだけでなく、イメージで
伝わる作品を得意とされています。
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お客様自慢！！

ＣＡＳＥ２８８
パル・ユニット様は、建築・構造物の調

査診断、各種総合改修工事などを行ってい
らっしゃいます。
独自の新しい発想で、タイルの張り替え

をせずに「美観性」「安全性」「防水効果
性」「経済性」等、様々な懸案に対応した
補修方法を実現。新部門として「タイル等
ひび割れ補修専門屋」セクションを立ち上
げ、積極展開されています。

ひび割れ工事専門社
http://www.hibiware-kouji.net/

Correaお問い合せ番号：13088004

代表取締役 白井 義雄
東京都板橋区小茂根4-13-13
TEL 03-5917-6871 http://www.m-u-s.jp/

イチオシ商品イチオシ商品

白井 義雄 社長に

成長の秘訣について教えていただきました

パル・ユニット

ひび割れ工事専門社

ホームページからの引き合いが増えているそうですね？

外壁の一部分のみ破損してしまった場合、新しいタイルを使って
修繕をすると、周囲が風化している分、修繕した部分のみが変に
目立ってしまいますよね。かといって、壁全体をやり換えると莫
大な費用がかかってしまう。このサービスは、お客様のタイルに
合わせてオーダーメイドでシートをお作りし、そしてシールのよ
うにペタリと貼っていくだけで、簡単にタイル補修ができます。

どんなサービスなのですか？

問い合わせや注文の多さから、時代に求められている商材なのだ
な、と感じています。こういった工法自体、ホームページがなけ
れば広くピーアールしていくことは難しかったと思います。今後
についても、いくつか構想中のサービスがありますが、現在のも
のを守りながら、更なる飛躍をしていきたいと考えています。

大量消費の時代は終わり、最近は、リフォームや部分修繕がメイ
ンに求められています。そんな中で、我が社も商品開発を進めて
いきました。例えば、シーファインという商品は、現状のタイル
色に酷似させて作ったシートを、ひび割れたり欠損したタイルの
上から張るだけで、補修できます。補修跡が目立たず、周囲と完
全同化させることができます。法人から個人まで、幅広く問い合
わせをいただいていますが、他社にはない、我々独自の商材です。

新商材を開発された背景は？

社
長
取
材

社
長
取
材

パル・ユニット様は、自社で開発した工法・
工具でオールサイレント工法を実現！

施工跡がほとんど目立たない美観性と安全性を
兼ね備えた技術で、お客様の要望に応えていま
す。その技術力は、文化財の補修工事を手掛け
ている施工実績を見れば明らかです。

また、廃盤になったタイルの補修工事や、
一般防水作業全般も行っています。内外装の
ことならパル・ユニット様が必ずお役に立ちます。
お気軽にご連絡ください。

TEL 03-5917-6871お問い合わせ
はこちら
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代表取締役 渡部 広次
東京都台東区元浅草2-4-6-102
TEL 03-3844-8050
http://www.watabe-tyoukoku.com/

ワタベ彫刻様は、美術工芸金属工芸彫刻の
デザインから製品まですべて行っております。
一品製作から量産まで対応可能。バッジや

バックル、銀食器を中心に様々なアクセサ
リーに対応することができます。その他絵画
を取り扱ったり、変りダネとしては、江戸慶
長小判なども作っていらっしゃいます。

Correaお問い合せ番号：13088005

お客様自慢！！

ＣＡＳＥ２８９

渡部社長より一言渡部社長より一言

作品一覧作品一覧

【個展のお知らせ】

渡部広次個展（油絵、レリーフ、金工）を開催します。

『第23回個展』

日時：2013年11月4日（月）～10日（日）予定

場所：東京駅八重洲ギャラリー・東京

お近くにおいでの際は、ぜひお立ち寄りください。

【個展のお知らせ】

渡部広次個展（油絵、レリーフ、金工）を開催します。

『第23回個展』

日時：2013年11月4日（月）～10日（日）予定

場所：東京駅八重洲ギャラリー・東京

お近くにおいでの際は、ぜひお立ち寄りください。

美術工芸品、レリーフ、メダル、洋食器、ロスト
ワックス、宝飾品、アクセサリー、オリジナル製
品などを常に製作されています。

こだわりの一品製作を受けたまわります。
特に、オリジナル、金、銀のワインカップ、
ステッキ等製作中です。

・楽聖（音楽家）シリーズ
・画聖（画家）シリーズ
・エジプトシリーズ
・ギリシャシリーズ
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ご馳走や叶え
お客様自慢！！

ＣＡＳＥ２９０

Correaお問い合せ番号：13088006

ご馳走や 叶え

東京都新宿区神楽坂3-6-19 青柳LKビルB1
TEL 03-6265-0480
http://r.gnavi.co.jp/g286916/

ご馳走や 叶え様は、飯田橋神楽坂通り沿いにある宴会のできる和食
居酒屋としてお店を構えていらっしゃいます。

昔は大切な客人を迎える時の準備のため、馬を走らせて方々へ出向
き、旬の食材からお水まで、もてなしの品々を集めていたそうです。
その「馳走」と言う言葉に「もてなし」の意味が含まれるようになり、
「ご馳走」という言葉が生まれたとか。

ご馳走や 叶え様も、スタッフ自ら生産地に足を運んで、食材や銘酒
を選んでいらっしゃいます。季節で一番の素材をご堪能ください。

03-6265-0480

夏の神楽坂の散策、神楽坂まつりや花火大会、デートや
お子様連れのママ会、会社の納会など40名様まで。

大人数ご宴会ができる場所が少ない神楽坂で、皆様の特別
のひと時をお手伝いしてくれる和食店です。

新潟・南魚沼「米」にこだわるところ
から始め、秋田・比内町「比内地鶏」、
京都・上賀茂「京野菜」、石川・能登
島や北海道・厚岸「鮮魚」のほか、全
国の漁師さんや農家さんから自信の逸
品が届きます。

素材を活かすことを大事に、季節の献
立をお楽しみいただけるよう趣向をこ
らしていらっしゃいます。

気候や季節によって料理も違うため、日本酒も時期に合わせた造りが行われて
います。酒蔵さんに足を運んで厳選するだけではなく、酒米の田植えを手伝っ
たり、酒造りの体験をさせてもらったり、日本酒の繊細さを肌で感じたスタッ
フがお好みをうかがい、提案してくれます。

お問い合わせ

アクセス
ＪＲ総武線 飯田橋駅 徒歩5分
地下鉄 飯田橋駅 B3番出口 徒歩3分
都営大江戸線 飯田橋駅 B3番出口 徒歩3分
都営大江戸線 牛込神楽坂駅 A3番出口 徒歩3分
飯田橋駅から362m

個室
掘りごたつ個室 4名、6名、8名、10～20名、

20～30名、40名

定休日
年中無休

営業時間
[月～金]
11:30～14:00(L.O.13:30)
17:00～23:00(L.O.22:30)
[土・日・祝]
11:30～16:00(L.O.15:30) 
17:00～23:00(L.O.22:30)
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教育者の視点・学生の視線・日常の目線
「国境なき教師団」のボランティア教師・日本語学校の生徒が撮影した写真、そしてそこで
暮らす人々のいつも通りの毎日の写真を集めました。

● 日時 8月26日（月）～29日(木) 10：00～17：30
※初日は13：30～19：30

イベント ● カンボジアを思う・歌う・語る・ライブ 26日(月)18：30～19：30
――シンガーソングライター宇野豪祐・シンガーはたゆりこによるライブ

● 「国境なき教師団」帰国報告会 28日(水)14：00～15：30
――カンボジアから帰国したボランティア教師によるトークイベント

● 「国境なき教師団」募集説明会 28日(水)15：30～16：30
――ボランティア教師希望者を対象とした説明会（事前予約制：03-6439-5990）

その他 チャリティグッズ販売（会場内にて常時）

● 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CIESFのボランティア教師「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。

CIESFの「国境なき教師団」

プレイベンの兄弟
（撮影：井手上末生 カンボジア国プレイベン州にて）

■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

カンボジア写真展

昨年の写真展の様子

宇野豪祐

はたゆりこ

２０１３年７月７日に
『祈り／はたゆりこ』を
ワルツエンターテイメ
ント（代表：宇野豪祐）
よりリリース

●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

入場無料
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社員も取引先も「グッとくる」魅力ある会社を目指す経営者が
切磋琢磨し、社長力・企業力向上を目指します。

気になるサービスの一部を公開

大
好
評

他にも…
経営にかかわる
サポートサービス

増加中！定期交流会の開催・講演会・セミナー開催

1.グッとくるカンパニー倶楽部（基調講演と懇親会） 隔月開催
2.社長力アップ講座 年間8回開催
3.プラチナフォーラム・経営者懇親会 年間１回開催
4.コンサルティングデビジョン主催 経営セミナー 年間30回以上開催
5.経営セミナー 年間10回開催

※２、３、５は「日経トップリーダープラチナ」サービスとなります。

話題の経営者や各分野の専門家が行う、経営に役立つセミナーを年間２５回以上開催。

経営に役立つツール

1.企業力診断 自社の強みと弱みが一覧で分かります。

2.トップの情報ＣＤ 毎月1回発行 （社長力アップの講演内容などをＣＤに収録。）

3.経営ハンドブック 年間1回発行 （経営戦略、自己変革など社長のための経営辞典です）

4.スペシャルＣＤ 年間1回発行 （「日経トップリーダー」の編集長が話題の経営者などにインタビュー）

5.セミナーＤＶＤ 年間3回発行（「日経トップリーダー」で開催したセミナーの中から好評だった講演をお届け）

6.会員誌「マンスリー」 毎月1回発行 「元気印企業」の紹介やセミナー紹介をいち早くお届け。

7.「日経トップリーダー」 毎月1回発行 今すぐ役立つ成功する企業情報が満載です。

※2.3.4.5.6.7は「日経トップリーダープラチナ」サービスとなります。

個別相談

1.個別企業ごとの課題に対して、改善実務を行っているメンバーがそれぞれの
専門分野でご相談を無料で受け付けます。

「グッとくるカンパニー倶楽部」とは？
経営者の「夢や思いをカタチにする」をテーマに、さまざまな企業経営者がここに集います。ビジネスのチャンスを広げるだけでなく、「日
本企業を元気にする」ことで日本経済の下支えになる倶楽部を目指しております。 有料会員になっていただくと、企業力診断、財務診断
なども行います。

Correaをご覧の皆様には、特別割引価格でサービス提供を検討中。詳しくは次号より順次発表していきます。
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弁護士

菊田 淳
きくた じゅん

【受付時間】
午前10:00～午後6:30

【休日】
土・日・祝

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。

■執筆者情報 ■ご連絡先

さて、話は変わって、本日は、消費者契約法についてのお話しです。

消費者契約法とは、一言で申し上げますと、消費者保護のための法律
です。
消費者と事業者の間には情報量や交渉力に差があって、消費者が不利

な条件で契約を締結してしまうことが問題視されたことから施行されま
した。消費者契約法1条は、以下のように定めています。

（目的）
第一条　この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並び
に交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が
誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の
意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の
損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害
することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の
被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に
対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者
の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健
全な発展に寄与することを目的とする。

私自身も、お恥ずかしい話ではありますが、学生だったころに、消費
者被害で一時期話題になった某会社に危うく騙されそうになった経験が
あります。
当時は法律の勉強をしていたわけでもなく、世間知らずな若造に過ぎ

ませんでしたが、当時のことを考えると、消費者と事業者との間で、根
本的な前提知識に大きな差があった典型例であったというのは、今と
なって改めて実感しています。

一見、事業者の側に立ってみると、関係のない法律にも思えますが、
消費者契約法に違反する契約は、無効とされる又は取り消されてしまう
可能性があり、事業者が、契約当時予想もしていなかった損害を被る可
能性もあります。
そのため、むしろ事業者の側が、細心の注意を払うべき法律であると

いえます。

消費者契約法上、契約の効力に影響を及ぼしうるものとしては、大き

く分けて、①契約内容を問題とするのではなく、契約締結段階における
事業者の行為を原因とするもの、及び、②契約の内容自体を問題とする
ものがあります。

　①については、消費者契約法4条に規定されており、事業者の消費
者に対する、契約当時における説明内容等を問題としています。②に
ついては、消費者契約法8条ないし10条に規定されており、不当に、
消費者に不利益を被らせるもの、あるいは事業者に利益を与えるもの等
を無効とする旨定めています。

具体例として、例えば、①であれば、見晴らしの良さをアピールした
マンションの売買契約において、事業者が、近日中に同マンションの近
くに高層ビルを建てる計画があり、景色が台無しになる可能性が高いに
もかからず、同計画を消費者に対し説明しなかった場合等がこれにあた
ります。
　②については、少し前に話題になった、賃貸借契約における更新料
条項のうち、高額すぎるもの（詳細は割愛させて頂きます。）等、消費者
の側から見て、「何でこんなお金をとられるんだろう？」と疑問に思う
ようなお金をとる旨が契約書に書いてあると、問題になり得ます。逆
に、事業者側の損害賠償責任を制限あるいは免除するような条項も、問
題となり得ます。

事業者の側としては、せっかく締結した契約を、上記のような事由を
原因として取り消されてしまうあるいは無効と判断されることは避けた
いところです。特に、大量の消費者と契約をするような事業であれば、
最悪、消費者契約法の規定に違反して大多数の契約が無効あるいは取り
消されて、会社の経営に致命傷を与える事態にも陥りかねません。
そのため、事業者の側としては、契約締結前に、上記のような事由に

ついて、デメリットについてはしっかりと説明する、メリットについて
も不確定要素であれば断定的な説明はしない、等の配慮をする必要があ
ります。また、口頭での説明のみでは、言った言わないの争いになっ
て、紛争が泥沼化するおそれが生じるので、書面を残して、説明したと
いう証拠を作っておく必要があります。なお、説明をどこまで尽くし、
どこまで書面に残すべきか、といった点については、弁護士にご相談さ
れることをお勧め致します。

皆様こんにちは。最近はいかがお過ごしでしょうか。

私は、ここ数日とても暑くなって驚いています。毎年この季節になると、前年よりも気温が上
がっているように感じます（実際のところはわかりません。）。私は今まで、愛知、京都といった
「暑い」と言われている土地に住んできたので、東京の暑さくらい何てことないと思っていたので
すが、結局、暑いことには変わりはないということに最近気づきました。

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

消費者契約法について

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。
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 弁護士
  シリーズ

第47回

小塚ゴシック R（仮名小がな、欧文はMyriad) 　　　　　　　
11Q （2.75ｍｍ）32 字詰め＝88mm
行送り 18.4H（4.6mm) 行間 6H　
全 47 行＝214.35ｍｍ
　　　　　　　



①大田区／加工

セラミック加工を
ご協力いただける企業様
を募集しております

東京都大田区の、各種セラミック部品、工作機械及
び部品、半導体製造装置部品等の販売を行ってい
る会社です。

主に素材メーカー様からの受託加工で、セラミック
加工に協力をいただける業者様を募集しております。

材質：SiC・アルミナ・その他
主なサイズ：600mm × 300mm × 30mm
加工内容：平研・マシニング・円筒等

ご協力可能な企業様、ご興味のある企業様からの
ご連絡をお待ちしております。

フォーバル担当：黒澤 優太
Correaお問い合せ番号：13086001

②横浜市/化粧品メーカー

取扱店募集！飲酒後に飲む
だけでスッキリ爽やか！

横浜市の化粧品メーカーです。当社で取り扱っている
商品を取り扱ってくださる会社様を募集します。

飲酒直後に服用すると二日酔い
を解消するという商品です。
肝臓の働きを促進するウコンと
違い、体内のエチルアルコール
がアセトアルデヒド（ツライ原因）
に変わることを防止します。

薬局さんや小売店、居酒屋の経営者様をはじめ、通販
などをされている会社様にお取り扱いいただきたいと
思います。まずはお問い合わせください。

フォーバル担当：楢原 一基
Correaお問い合せ番号： 13086002

③千代田区／システム開発

銀行・クレジット・生保・
その他システム開発の
協力会社募集！

東京都千代田区にある、創業22年になるシステム開

発会社です。

現在、当社が展開している案件にて、多数要員の募
集を行っております。システム開発会社様で空き予定
の要員を派遣いただける企業様がいらっしゃいました
ら、ぜひご提案をお願いいたします。

条件等についてはお問い合わせください。
ご連絡お待ちしております。

フォーバル担当：齋藤 之博
Correaお問い合せ番号：13086003

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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随時掲載企業様を募集しております！

廃棄プラスチック
を売ってください！

•ポリプロピン(PP)、ポリエチレン
(PE)の白フィルムで、CCIC有を希
望しております（CCIC無、その他
商材は別途相談）。
•できれば月30本/40Fコンテナ分
を、定期的に購入したいと考えて
おります。

▲コーレアweb No.で検索！

Correaアーカイブス Vo.2

フォーバルのお客様同士のマッチングを促進する、

今までとは変わった掲載方法例を集めました！！

コーレアwebの記事を中心に紹介する新コーナーです。
思いついった～！

コーレアweb No. 13030013 担当 魚瀬 由起子

他社で余っているものを
仕入れるカタチ！

結束バンドの活用
方法募集！

結束バンドの商品企画活用方法
に関してアイデアを募集してお
ります。主に電気工事業者樣に
販売をしているのですが、もっ
と他の業種の方にも、ご利用い
ただけないかと模索中です。

特に、医療関係者様、農業関係
者様に、アイデアをお聞かせい

ただけませんでしょうか？

コーレアweb No. 12100038 担当 楢原 一基

アイディアを募るカタチ！

オリジナルＴシャツの
在庫あまってます！

店舗・楽天市場で販売している
オリジナルTシャツの在庫品が

多くなり困っております。
どちらかで

有効活用できませんか？

東北支店 担当 高橋 秀和

余っているものを
どうにかするカタチ。

★詳細・掲載希望は弊社アイコン担当者にお問い合わせください！
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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

〒150-0001 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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皆さんこんにちわ！
8月になりました。連日、暑いですねー。

そんな季節だからこそ、iPadをスマートに活用して頭だけでもCOOLにしていきたいところです。

それでは今月もおすすめアプリを紹介します。
皆さまのお仕事に役立てていただければ幸いです。

※iPadは、Apple Inc.の商標です。

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)

アンケートプラス ￥無料

★アンケート集計も簡単に行えて便利なアプリ。
紙と鉛筆によるアンケートに変えて、iPadの
タップ操作で簡単にアンケートをとることができます。

質問項目に簡単に回答できるため、回答率もアップ！？

これ
知ってた!?

集計したアンケ
ートはアプリ内に
保存して管理・
整理ができます。

タップ！
タップ！

「長い文章を簡単に選択する方法」

文章を選択するとき、思うように全体が選択できなかったり、 を
うまくつかめなかったりして、イライラした経験ってありませんか？
実はあったんです。簡単な方法が！全選択をする際、選択したい
文章を4回連続でタップすると簡単に全選択をすることができます。

The Wall Street Journal ￥無料

★オフラインでも最新ニュースが閲覧できる
「The Wall Street Journal」の記事の各国語版
を読むことができるアプリ。ダウンロード済みなら
オフラインでも閲覧可能な点が良い。
デジタル媒体だから写真やビデオも閲覧可能。
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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２０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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「より大きなレベルで人の幸せを思う」、これは難しい、抽象的な言い方かもしれません。他人の幸せにつ
いて考えるとき、はじめは自分の周りの人、社員であったり、家族であったり、お客様、取引先の幸せを考え
ることから始めると思いますが、それが好循環を生み、会社が成長していくにつれ、今度は自分の会社のこと
だけではなく、もっと広い世界への関心が高まっていきます。そして成功者は、ビジネスを超えた部分で社会
への還元も考えています。

私は、人に幸せになってもらおうと思ったら、時には怒ることができるのが本当だと思っています。ですか
ら、たとえお客様であったとしても、「本当に強くなってもらおう」、あるいは「良い会社になってもらお
う」と思ったら、言いづらいことも言わなければいけません。言葉は選ぶとしても、それを言えなかったらウ
ソだと思います。言えないということは、ただ金儲けの相手として見ているということなのです。「気分を損
ねると金儲けできなくなっちゃうな。やめておこう」という心の決断をしているのです。こんなのは偽物で
しょう？私は、そうではないと思います。

弁護士や病院の先生は、どう考えているでしょうか？弁護士というのは、クライアントが逃げる・逃げない
ではなく、「本当にここでどうすべきか？」ということを、クライアントとやり合っても議論しますね？ある
いは医者もそうでしょう？同じように皆さんも、お客様の幸せを考えるならば、言いづらいことがあっても、
そこで妥協しては駄目なのです。そこの勇気というものは、やはり持ってほしいと思います。それが、より大
きなレベルでの幸せにつながると、私は思っています。

いま社会を見ていると、こうした考え方が少しずつ浸透し始めているように感じます。だけど、余裕がない
人は、「そんなことは関係ない、まず俺の会社の利益だ」と、そのまま終わってしまう人もまだまだたくさん
いるわけです。しかし、成功者は「社会の一員である以上、社会に還元するんだ」という気持ちを持ってやっ
ていますし、「自分の代で、自分のできる形での恩返し」ということをやはり考えていますね。

こういったことをできるということが、成功している人の共通点です。やはり、全ては恩返しですよ。人生
はプラスマイナスゼロなのです。会社も個人もそうですけど、まずスタートしたら、蓄えなければいけません。
強くならなければいけません。だから、人脈をつくる、財産をつくる、知識をつける、全てにおいて蓄える時
期が必要なのです。だけど、それを経て、事業を成功させたら、今度は自分が得た知識を、自分が得た人脈を、
自分が得た財産を、どう社会に還元していくかということも、やはり人間にとって大事なポイントになります。
私は、企業経営においてもそれをきちんと、どこかの段階から理解をしながら、後世にバトンを渡していくこ
とができていくと、この社会にも良い文化ができるなと思っています。

しかし、その辺のことについては意外
と日本の企業経営者は下手で、自分の代
しか考えずに終わってしまう人が多過ぎ
るように感じます。これからは、自分の
代でそういう考え方を構築しておくと、
次の代にもそれは継承され、ますますそ
の企業は強くなっていく。そういう考え
方が求められてくると考えています。私
はそこに、日本企業の在り方、または日
本の企業としてのプレゼンスがあるので
はないかと思っています。

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8月 ◆

富士山測候所記念日

1895年、大日本気象学会員の野中至が私財を投じて富士山
頂の測候所の工事完成を中央気象台に連絡してきた

30 日

(金)

終戦の日・戦没者を追悼し平和を祈念する日

天皇による終戦の詔書のラジオ放送（玉音放送）が行われ、
国民にポツダム宣言受諾が伝えられた

15 日

(木)

野菜の日、ベジタブルデー

8月31日の「831」が「やさい」と読めることから
野菜のよさを見直してもらおうという日

31 日

(土)

焼き肉の日

「829」が「焼き肉」と読めることから
1993年、全国焼き肉協会が制定

29 日

(木)

1936年/落語家：桂歌丸の誕生日

1944年/俳優：杉良太郎の誕生日

1957年/お笑い芸人：あご勇の誕生日

14 日

(水)

テレビCMの日

日本初のテレビコマーシャルも放送されたことを記念して、
日本民間放送連盟が2005年に制定

28 日

(水)

怪談の日

稲川淳二が、自身の「MYSTERY NIGHT TOUR 
稲川淳二の怪談ナイト」20周年連続公演を記念して制定

13 日

(火)

男はつらいよの日

1969年8月27日、『男はつらいよ』シリーズの
第一作が公開されたことに由来

27 日

(火)

配布の日

ポスティングやサンプリングを行う企業の団体・日本広告配
布事業組合が制定。「は(8)い(1)ふ(2)」の語呂合せ

12 日

(月)

シルマンデー・ユースホステルの日

ユースホステルの創始者であるリヒャルト・シルマンを記念
する日。世界中のユースホステルで記念行事が行われる

26 日

(月)

LIGHT UP NIPPON

東日本大震災復興祈願イベントを兼ねた花火大会
東北の太平洋沿岸複数カ所で、一斉に花火が打ち上げられる

11 日

(日)

川柳発祥の日

1757年（宝暦7年）旧暦8月25日に柄井川柳が最初の川柳
評万句合を開始したことを記念し、川柳学会が制定

25 日

(日)

焼き鳥の日

「や(8)きと(10)り」の語呂合せ
株式会社鮒忠や全国やきとり連絡協議会が実施

10 日

(土)

1879年/作曲家：滝廉太郎の誕生日

1973年/お笑い芸人：スギちゃんの誕生日

1988年/サッカー選手：吉田麻也の誕生日

24 日

(土)

はり・きゅう・マッサージの日

2003年、全日本鍼灸マッサージ師会が制定
8（はり）・9（きゅう）の語呂合わせ

9 日

(金)

ウクレレの日（アメリカ合衆国 ハワイ）

ポルトガル移民が持ち込んだ楽器が原型とされていることか
ら、1879年に移民登録が行われた日を記念日とした

23 日

(金)

鍵盤の日 笑いの日

ちょうちょうの日 パチンコの日

ひげの日 たこ焼きの日

8 日

(木)

1945年/タレント：タモリの誕生日

1977年/女優：菅野美穂の誕生日

1986年/女優、ファッションモデル：北川景子の誕生日

22 日

(木)

バナナの日

「バ(8)ナナ(7)」の語呂合せ
日本バナナ輸入組合が制定

7 日

(水)

福島県民の日

1876年、福島県・磐前県・若松県が合併して、福島県が
ほぼ現在の県域となったことを記念して1997年に制定

21 日

(水)

太陽熱発電の日

1981年、香川県仁尾町（現 三豊市）の電源開発・仁尾
太陽熱試験発電所で世界初の太陽熱発電が行われた

6 日

(火)

交通信号設置記念日

1931年、銀座の尾張町交差点や京橋交差点など34ヶ所に
日本初の3色灯の交通信号機が設置されたことに由来

20 日

(火)

世界ビール・デー(International Beer Day)

友人たちと集まってビールを楽しみ、醸造会社など
ビール製造に関わる人たちに感謝をする日

5 日

(月)

バイクの日

「819」が「バイク」と読めることから
1989年、総務省交通安全対策室が制定

19 日

(月)

箸の日

「は(8)し(4)」の語呂合せでわりばし組合が1975年に制定
東京・千代田区の日枝神社では箸供養祭が行われる

4 日

(日)

高校野球記念日

1915年、高校野球の前身である第1回全国中等学校優勝野
球大会の開会式が大阪の豊中球場で行われたことに由来

18 日

(日)

司法書士の日

明治5年、太政官無号達「司法職務定制」が布告され、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

3 日

(土)

プロ野球ナイター記念日

1948年、日本のプロ野球史上初の夜間試合が行われた
読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズ

17 日

(土)

パンツの日

「パン(8)ツ(2)」の語呂合せ
下着メーカーがパンツの販売促進を実施

2 日

(金)

女子大生の日

1913年、東北帝國大学（現：東北大学）が女子受験生3人
の合格を発表。日本に初めて女子大生が誕生した

16 日

(金)

肺の日

「は(8)い(1)」の語呂合わせ
1999年、日本呼吸器学会が制定

1 日
(木)



皆様、暑い夏いかがお過ごしですか？ いきなりですが、『英会話姉さんのコレって英語でどう言うの？』

☆残暑見舞い → Late-summer greeting 遅い夏のご挨拶

そのまんまって感じですね。

今回は、「残暑見舞いを英語で書いてみよう！」ってことで、うちの講師のGinny先生に聞いてみました。

欧米では、「夏のご挨拶」にハガキや手紙を書くのはそれほどポピュラーではありませんが、
「日本に居ると私は書くよ」(Ginny先生）

書き出しと結びの言葉を教えてもらいました。

Opening:

I hope you are having a good summer.
I hope you are enjoying the summer so far.

仲の良い友達にはちょっとカジュアルに

I hope you're surviving the summer heat.
How is your summer going?

こんな感じも良いでしょう。

Ending:

I hope the rest of your summer goes well.
Have a good summer!
See you in September!
I hope you have a good summer.

暑中見舞いを出し忘れたら参考にしてね。

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。

今回のテーマは、「英語で残暑見舞い」です。
暑中見舞いを出し忘れたら参考にしてくださいね。

発行：株式会社フォーバル 首都圏第一支社/首都圏第二支社/横浜支店
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル14F

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/

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。

バックナンバーはこちらから

http://www.forval.co.jp/coreea/
STAFF
Editor in Chief 岩崎 慶太
Senior Editor 馬場 桃香
Editorial Staff 伊辺 光広、久保 智広、
椛澤 昌浩、宮地 弘、大野 文子、
柴田 莉乃、湯田 明日美、末永 大樹、
加藤 州孝、志村 公弥 、谷口 章、
成川 望、藤戸 二葉、土生 友来、
勝又 大輔、萱野 健太郎、林 さやか
増田 洋一郎、楢原 一基、矢吹 仁美、
田中 孝一、橋本 優治、澤中 志寿子、
田村 英治

10年ほど前から、子供の時から好きだっ

た絵をやりはじめました。

その中で、今まで肖像画を150人位描き

ました。好評ですよ。

ただいま、自身のホームページは、
リ・ニューアル中です。

個人のEメール

tkt-230@amber.plala.or.jp
会社のEメール

takatsu@ginzagp.co.jp

イラストレーター

高津 文夫




