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特集！お客様自慢！！

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。

～ 女性経営者/女性向け事業 ～

女性の活用は、日本でも以前から注目されています。昨年も、IMF・国際通貨基金のクリスティーヌ・ラ
ガルド専務理事による「男性並みの雇用率に引き上げることで、日本のGDPは9％拡大する」という発言
が話題となりました。日本の女性の就業率を見ると、60.1％（2011年）と国際的に見て平均的な水準に
あると言われていますが、男女間の「就業率の差」「管理職比率」「賃金格差」などを見ると、国際的に
かなりアンバランスであるという問題点も改善されていません。

そんな中、今回のお客様自慢は、「女性経営者/女性向け事業」の特集です。
経営者が女性というお客様、女性向けの商品・サービスを展開されているお客様を紹介いたします。
日本の抱える問題を少しでも是正していくため、ぜひ応援をお願いします。

巻頭

03



有限会社ルズ

東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル12F
TEL 03-5437-6390
http://www.luz-ltd.com/ オリジナル香水製造

オリジナルの香りで製品を造りませんか？

香水のもつ高級感、イメージはギフトやノベルティ、オリジナルアイテム
として 適です。10年以上香水業界で培った経験から香りのトレンドを踏まえ、
お客様に合った提案をされていらっしゃいます。

・日本では数少ない香り専門工場だからできる小ロット製造
・自社オリジナル香水製造販売で培ったノウハウでサポート
・エヴァリュエーターはじめ香りのプロ集団がサポート

※香水ほか、香り付き化粧品・雑貨、アロマ製品なども製造

Correaお問い合せ番号：14058001

香りのセミナー・講習会

ルズ様では、香りの世界の楽しさをより多くの皆さまにお伝えすることを
目的として、香りのセミナー・講習会を開催されています。
常設講座以外でも、依頼があれば全国どこへでも来ていただけます。

（常設講座：調香体験講座、フレグランス講座、アロマ講座）

香りＯＥＭ事業

TEL 03-5437-6390 受付時間10:00～19:00
詳細はお気軽に
お問い合わせください

・日本では数少ない香り専門ラボ
（工場）だからできる小ロット製造

・化粧品製造業許可取得

・化粧品製造販売業許可取得

自社工場の特徴

・香料／調香を本格的に学んだ
エバリュエーター

・商品企画／コンセプト／販売ノウハウ
を持つフレグランスプロデューサー

・英国IFPA認定アロマセラピスト

香りのプロ集団

・薬事法に基づく法的サポート

・自社オリジナル香水製造、販売で
培ったノウハウがあるからこその
安心サポート

安心サポート

オリジナルブランド香水の構築、香り関連商品の企画製造、
香水OEM事業など、香りを幅広くクリエイトされている会社です。

お客様自慢!!
CASE324
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iPhoneDoctor 上野店（運営：アロウ）

東京都台東区東上野6-3-5 青木ビル2F
TEL 03-3844-2618 http://www.iphoneshuuri-pro.com/

iPhone修理PRO 上野

Correaお問い合せ番号：14058002

水没したiPhoneの中に保存された写真などのデータを取り出せる状態にするための修理を承っ
ております。水没修理の依頼を受け、これまで復旧できなかった例はありません！※復旧後は
速やかにデータをバックアップし、新しい機器にデータを移し替えることをおすすめします。

水没修理で大切な写真も元通り

お客様自慢!!
CASE325
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来店や郵送による修理依頼以外にも、近隣まで修理品を受け取りに行く、出張サービスもされ
ています。上野駅や浅草駅などのご指定場所・時間に依頼の品を受け取りに来てくれます。
もちろん、修理完了後の引き渡しも、待ち合わせの場所まで届けに来てくれます。

出張サービスで受け渡しもスムーズ！！

使う人にとって「買い替えが必要かも...」と思うような故障でも、修理屋からすれば全然問題にならない故障が
多々あります。例えば、「勝手に再起動ばかりするし...」といった、原因不明の不具合も、電池交換であっさり
直ったりするのです。そんな「ちょっとした不具合」でお悩みの方にこそ、気軽に来店いただけるよう、症状の確
認や見積もりは無料で対応されています。

丁寧、親切な対応！

フォーバル担当者・岩崎より

iPhoneの故障でお悩みの皆様。
ちょっとした悩みでも、相談に乗っていただけます。

安価かつ迅速対応なので、ぜひお問い合わせください！

直接来店された女性のお客様限定で、
修理代金の1,000円値引キャンペーンを
実施中！女性同伴であれば、男性の
お客様でもOK！「親子」「兄妹」
「カップル」など、関係は問いません。

女性限定！1,000円引キャンペーン
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有限会社エコ・セフティ

東京都千代田区内神田1-4-14 井上ビル2F
TEL 03-3259-1702
htt://www.eco-safety.bizエコ・セフティ

お客様自慢!!
CASE326

Correaお問い合せ番号：14058003

結露の原因は、外が寒く外壁や窓ガラスが冷たくなっている一方で、室内は
暖かく空気中の水蒸気量が多いことです。例えば、冬は室内で水蒸気を発生
するタイプの暖房器具を使う機会が多かったり、外気が乾燥するため加湿器
を使う機会も多い。その結果、冬は室内の湿度が意外に高くなりやすいので
す。さらに冬は窓を閉め切っている時間が長く、換気の回数が少ないため室
内に湿気がたまりやすい。これも結露しやすい原因となっています。

「安心・安全」に加え、「快適な環境づくり」が求められています。快適に生活す
る・仕事をするための環境、健康な生活を送るための環境、また、地球環境という視
点などさまざまです。エコ・セフティ様は、エコ暖房機器、携帯用ガス検知器、警報
機、放射線検知器・線量計など、いろいろなエコ機器の提供を通じて「環境のお手伝
い」をされています。

サッシの結露防止対策としてのサッシカバー
（特許出願中商品）結露帽子くん

どうして冬は結露が多いの？ → 気温の低さや換気が足りないことが原因

フォーバル担当者：中林より

ブレインパートナー・和田社長は、
リクルート出身で多くのコンサル
ティング実績はもちろんのこと、各
種セミナー、出版実績もお持ちの
営業のプロフェッショナルです。

また経営再建や人事制度構築な
ども支援されています。

「会社を伸ばしたい！」「勝てる企

中村 和美 社長に

ガラス・サッシ窓関連事業についてうかがいました

エコガラス新製品発売キャンペーン中です。
ガラス・サッシ窓の部品交換と修理は、ぜひ当社にお任せください。

＊戸車他、交換部品を常に完備しています
（公団公社マンション用も有ります）

＊ガラス戸の戸車交換（重くなったり、音がしたら）
＊ガラス戸のガラス押さえゴム（ビート）の交換
（カビや枠からはがれたら、お風呂場も可）
＊玄関ドアパッキン・・・すき間防止

新製品を発売されたそうですね？

サッシはガラスの200倍で熱が伝わるため、サッシの内側はす
ぐ室外の温度になり、ガラスより速く結露します。そんなときは
「結露帽子くん」を貼るだけ！結露が付きにくくなります。

■結露が原因で引き起こすカビに注意！！
→ぜん息の主要な原因物質となります

■さらにカビをエサとするダニも大量発生！
→『パンケーキ症候群』・『夏型過敏性肺炎』



お客様自慢!!
CASE327

代表者 吉川 育矢
東京都渋谷区道玄坂1-22-8 4F
TEL 03-5728-8825
http://www.dr-serum.com/ドクターセラム

POINT1 ホルミシスで究極のアンチエイジング！

Correaお問い合せ番号：14058004

女優 麻丘めぐみさんもご愛用中！

転がすだけでキレイに!!

■お肌に優しいシリコンローラー
シリコンだから、ソフトな感触でケアします。

●シリコンには、ナノミクロンの天然鉱石が練り込まれています。

■ツインローラーこだわりの角度
135°のＶ字が、お肌を心地よく吸引します。

■洗練されたボディ
●防錆構造

ボディは高級感漂う真鍮製で、入浴時のご使用もＯＫです。

●ハンドルの特徴

握りやすいようにグリップの溝をつけました。
先端を丸くすることで、つぼ押しもできます。

実用新案登録済み!!

ローラー型マッサージ器具

第3161744号

アンジェには代替医療の分野において高い注目を集めるホルミシス素材(マイナスイオン誘
発素材)が練り込まれています。

【アンジェの５大効果】
①ホルミシス効果で血流促進
②ツインローラーの回転でリンパマッサージ
③機能鉱石の作用で美肌と小顔
④ローラーの回転作用でフェイス・ボディのたるみとむくみ解消
⑤ツインローラーでツヤと潤いのあるお肌へ導きます

ご入浴の時や、おくつろぎの時間にお顔や全身にお使いください。
ツヤとハリのあるお肌へ導きます。
お顔以外にもバストやヒップ、二の腕、ふくらはぎなど全身どこでもご使用いただけます。

POINT2 アンジェのプラスαアイテム！もちろん単品でもＯＫ

24種類の樹木葉・野草類・海藻類から抽出した14種類のミネラル成分含有ローション
「アンジェココシェ」をあわせてご使用いただくと、さらに素肌力が向上！
野生植物由来のエキスが角質層のすみずみまで浸透することで、シワ・小じわの原因となる
乾燥を防ぎ、潤いに満ちたお肌に導きます。

【ご使用方法(例)】
◎お化粧水として
◎いつものお手入れの前の導入液として
◎メイク直しのとき
◎乾燥が気になるとき
◎リフレッシュしたいとき
◎ご入浴後などの全身の保湿に
◎「セラムアンジェ」などの美容ローラーご使用前後のお手入れに

…など、様々なシチュエーションでご使用いただけます
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ブロードバンドインフラの整備

お客様というたったひとりの“ ｉ ”のために、フォーバルの“ ｉ ”がつながり全力でサポートしていきたい。

１０００の頭脳で“ ｉ ”に応える経営支援。

それがフォーバルの ｉｃｏｎ サービスです。

その他 お客様へご提供中のサービス
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1000の頭脳で“ i ”に応える経営支援。
ＩＴ環境を強力にバックアップ！

私たちフォーバルは、目の前で加速していく情報を武器に変え、ベストなソリューションを提供していきたいと考えて
います。情報通信コンサルティングを核に、フォーバルが全社を挙げてサービスを提供するアイコンサービスは、
定期訪問を通じて、経営にまつわる様々なお悩みを解決しようというもの。
お客様にとって、オンリーワンのソリューションを提供していくことが、私たちフォーバルの使命だと考えています。
従来の保守メンテナンスサービスにとどまらない企業経営支援サービスです。

定期的にお客様のもとへ訪問する「お客様アドバイザー」が、企業経営にまつわる「困った」を

解消するお手伝いをいたします。売上拡大や販路拡大、新規開拓、ビジネスマッチング、

人材募集、資金繰り、事業承継など、幅広い分野を支援。フォーバルだけではなくグループ会社

やパートナー企業の協力も得ながら、解決方法をアドバイスいたします。

簡易経営相談 よろず相談サービス

★Ｗｅｂビジネス運用・・・圧倒的なプロ集団 ★事業所引っ越し ★リスクマネジメント

★経営コンサルティング
- 経営相談
- 経営診断サービス
- 海外進出

★情報提供
- 講演会／セミナー
- 交流会
- Ｃｏｒｒｅａ（コーレア）

★ビジネスマッチング
- 販路拡大
- 業務委託
- Ｃｏｒｒｅａ Ｗｅｂ

★各種認証取得支援
- Ｐマーク
- ＩＳＭＳ
- オフィスセキュリティ

ITでも人的サポート 定期アナログサポートお客様専用サイト アイコンナビサービス

パソコンの健康を監視 ｱｲｺﾝﾕｰﾃｨﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽOfficeに関することは Ｏｆｆｉｃｅ問合せサービス

お客様とフォーバルをつなぐコミュニケ

ーション・ポータルサイトがアイコンナビ

です。お役立ち情報はもちろん、便利

なコンテンツもご用意しています。

お客様が安心してＩＴの利活用ができるよう、

お客様担当が訪問または遠隔からのリモー

ト接続により、定期的（１カ月～３カ月に１回）

に心を込めて“人的”なサポートを行います。

Microsoft® Officeやパソコン操作の質問・

疑問に対して、パソコン関連専任の担当が、

電話やオンラインでお応えいたします。
Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの米国および

その他の国における登録商標です。

お客様のパソコンの健康状態を監視して、

トラブルの予兆をお知らせいたします。

異常を察知した場合には、解決に向けて

ご案内をいたします。

ネットワークの構築・セキュリティの確立・インターネットの活用

ハードウェアのより効率的な活用を実現するネットワークの構築からオフィスのセキュリティ対策まで、
トータルにプロデュースいたします。また、自社ホームページの開設やメールを活用した顧客との
コミュニケーションなどのサービスプランもご提案いたします。

■ＬＡＮ構築サービス ■ＶＰＮ構築サービス ■無線ＬＡＮ環境構築サービス
■アンチウイルス ■ファイアウォール ■総合セキュリティ装置 ■内部情報漏えい対策
■ホームページ制作 ■ホスティングサービス ■ストレージサービス

フォーバルの
サポートは

ひと味違います。

ビジネスフォン、コピー機、パソコン、スマートデバイスなどのハー
ドウェアを抜きに、効率的なビジネス展開は難しくなっています。
フォーバルでは、こうしたハードウェアについて、お客様の利用状
況を十分に把握したうえで、ご提案いたします。

■ビジネスフォン ■複写機・複合機 ■パソコン
■固定電話＆携帯電話融合サービス

適なハードウェアのご提案

究極のブロードバンド回線といわれる光ファイバーを、ＩＰ電話の
インフラとして採用することで、ユーザー本位のＩＰ電話のカタチが
完成します。フォーバルでは、これからの時代にマッチした企業の
通信インフラを整備するためのご提案をいたします。

■ＩＰ電話ブロードバンドサービス ■直収型電話サービス



皆様こんにちは。
すっかり暖かくなり、フレッシュな季節を迎えましたね。いかがお過ごしでしょうか？

なにかと慌しい４月を終え、一息つかれている方も多いのではないでしょうか？季節の変わり目で体調
も崩しやすい時期です。

iPadを活用して仕事を効率的にこなし、しっかりと休息もとり、イキイキと過ごしたいものですね！

※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。

次回も様々なアプリをご紹介します！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)

ＦｉｎｅＳｃａｎｎｅｒ ￥無料

★紙の書類等をカメラで撮影すると、自動的に端を
検出してキレイにドキュメント化してくれるスキャナーア
プリ 。読み込んだ書類はPDFやJPEGで出力でき、Ｄｒ
ｏｐＢｏｘやＥｖｅｒｎｏｔｅへの保存もできます。

これ、
知ってた!?

必見！ iPadに入っている全てのアプリを、瞬時に確認する方法！

役立ちそうな、面白そうな、アプリがいっぱい・・・。ついついアプリを入れすぎちゃったりしませんか？そうすると困るのが、自分のiPad
なのに、どんなアプリが入っているのかわからなくなること。でももう大丈夫！これさえ知っていれば、入っているアプリは丸わかり！

ＢｉｚｉＣａｒｄ ￥無料

★『BiziCard』は、スマートフォンで作成した「写真
コンテンツ」を、街角のコンビニで手軽にプリントで
きるサービス。 Facebookに撮りためられた写真や
Instagramに投稿した写真はもちろん、とっておき
の写真に好きなフレームを合わせて、カレンダーや
名刺を作成することもできます。

「.(ピリオド)」または
「、」や「。」を入力！

画面を下に
フリック！

じゃーん！
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海外進出
FS支援

現地法人
設立支援

人材採用
支援

バックオフィス

業務支援
OA・NW

ITサポート

現地と国内のスタッフが御社の海外展開を
「進出前から進出後まで」

日本語対応にてワンストップでサポートいたします。

TEL 03-6826-1187
公式ホームページ http://www.kaigaiadvisers.jp/
facebook http://www.facebook.com/kaigaiadvisers

海外ディビジョン
ビジネスサポートグループ

-現地視察ツアー全面サポート

-カウンターパートナー紹介

-工業用地＆オフィス選定支援

-ＯＡ・ネットワーク 環境構築

-現地スタッフ雇用支援

-ＩＴサポート 等

ミャンマー

海外進出アドバイザーズ

フォーバル海外拠点

-各種ＦＳ調査

-マーケティングリサーチ

-法人登記/各種ライセンス申請支援

フォーバルカンボジア社長：神山 英生
外資奨励による税制優遇はアジアTOPクラスです。
AEONモール様も今年OPEN予定です。
特に労働集約型製造業の方は是非ご検討ください。

フォーバルインドネシア社長： 加納 敏行
2億4000万人の人口と急速な経済発展力が魅力です。
特に現地調達化が進んでいるので、機械部品製造や
加工業の皆様は是非ご検討ください。

フォーバルベトナム社長：須藤 理夫
抜群の立地（国土全体が海に面し、中国にも隣接）
で東南アジアにおける日系企業の戦略拠点に。
人口・産業・制度共に均等の取れた安心感も魅力。
業種・業態問わず、是非ご検討ください。

フォーバルヤンゴンオフィス所長：星野 修一郎
アジア 後のフロンティアとして世界中から注目を
浴びております。合弁事業による先行的参入や、
生産委託を希望の場合は是非ご検討ください。

私達は海外でビジネスを始める為に必要なサービスを
全て取り揃えております。

「ご存知ですか？」

フォーバルは、ＡＳＥＡＮ４カ国に
５つの海外拠点を展開しています

カンボジア

インドネシア

ベトナム

ミャンマー
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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/

大久保秀夫 経営塾
～「やり方」経営から「在り方」経営へ～（第２６回）

株式会社フォーバル
代表取締役会長 大久保 秀夫
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「創業の思いを伝える」、これは経営者としてあたりまえのことだと思っています。「どうして
ウチの会社はできたのか？」という思いがないと、会社が弱くなってしまうからです。ところが、
多くの中小企業では、そこのところが上手くできていません。

例えばフォーバルの場合は、「情報通信の世界において『新しいあたりまえ』をつくっていくん
だ」「公社という巨大組織に対して歯向かってやろう」という思いでつくられました。「儲かりそ
うだ」と事業を始めたわけではないのです。失敗もたくさんありましたが、３０年以上、情報通信
の世界で「新しいあたりまえ」づくりから、逃げずにやってきました。ただ単に、儲け優先で事業
を行う会社であれば、携帯電話販売など儲かる事業に全てシフトして、いま以上の利益を上げてい
たことでしょう。しかし、我々はそうではなく、常に「新しいあたりまえ」ということにチャレン
ジし続けてきました。そこに当社の価値があると信じているからです。

どこの会社にも、このような思いがあり、誕生してきたはずです。そういった思いをベースとし
ながら、「これからウチの会社はこうなっていくんだ」ということを、伝播していかなくてはいけ
ません。これが創業の思いです。そういうことをきちんと伝えていくことがすごく大事なのです。

こうした経営は、会社を成長させる方法としては、 も時間がかかるかもしれません。だけど、
それをしなければ、会社は強くなりません。ですから、フォーバルもいまは売上や利益に直結しな
くても逃げずに、とにかく「やろう」と決めたこと、モノ売りからコト売りへのシフト、お客様と
の関係構築等の取り組みを貫いているのです。

人間というのは、土俵際まできたら、どんな人でも 後は踏ん張るものです。しかし、本当に追
い詰められてしまってからでは手遅れ。それが分かっているので、我々は、「いつも土俵のど真ん
中で相撲をとろう」ということを誓いにしています。また、「とことんきれいごとを言って商売を
しよう。きれいごとが言えないような仕事はやめよう」ということも決めています。「社会のた
め」とか、「お客様のため」とか、ある意味きれいごとだと言われるかもしれません。しかし、こ
うしたきれいごとすら言えない商売はおかしいと考えています。ですから、こういった「思い」を
フォーバルの社是にはきちんと入れているのです。

皆さんの会社の創業の思いは何ですか？ それをちゃんと伝えていますか？ 「そんなの伝えて
ないよ」という会社がほとんどだと思います。しかし、中小企業経営者がまずやらなければいけな
いのは、そこだと考えています。思いを伝えれば、皆が共有できるのです。そして、「彼らに任せ
る」という気持ちを持てば、人が育つ。会社は大きくなる。間違いありません。

私も会社を作った当時から、こうした思いをとにかく社員に伝えてきました。そしてその熱い思
いを、いつも皆と飯を食って、酒を飲んで、何度も何度も語りました。なぜかというと、思いが共
有できるからです。こうしたことを繰り返していくうちに、「あんたの思い、もらったぜ」「俺も
一緒にやりますよ」という気持ちになってくるから、社員のパワーが出てくるのです。そうなると、
経営者も「じゃあ、頼むぞ」と任せることができますし、社員も「任せなさい」という気持ちにな
り、さらに頑張ってくれるのです。こうしたことを繰り返していくことで、組織も次第にできあ
がってきます。個人の思いを組織全体の思いに変えなければいけません。ぜひ創業の思いを、社員
にしっかりと伝えていただきたいと思います。



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
お問合せ TEL 0120-81-4086 http://www.forval.co.jp/

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・横浜版は、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。

隔月刊で3,300部を発行しており、東京・横浜の各企業様に弊社担当者が
直接訪問し、配布させていただいております。

STAFF Editor in Chief 岩崎 慶太
Editorial Staff 伊辺 光広、久保智広、椛澤 昌浩、楢原一基、
柴田 莉乃、湯田明日美、加藤 州孝、志村公弥、成川 望、萱野健太郎、
須田 渉士、増田洋一郎、橋本 優治、田村英治

『内装業者様をご紹介ください』

商業施設への内装を手がけている、東京都豊島区の
内装業です。

全国をエリアとしているため、職人さんの手が足りて
いません。現在、お手伝いいただける協力企業様を
探しております。クロスやカーペットの張替えで経験者
のいらっしゃる企業様が希望です。

取り急ぎ、大阪で2014年1月上旬に実施予定のホテ
ルの客室施工の依頼を希望しております。内容はクロ
スカーペットダイノック塗装( 悪クロスのみでも可)。

今後も案件が出ると想定され、ぜひ地元の業者さん
に依頼できればと考えております。ご対応いただける
企業様からのご連絡をお待ちしております。

大阪の内装業者です。

実績としては、デザイナーズ
マンション系の技術が高い
ものから、ゆうちょ銀行内の
リフォームなど、さまざまな
経験があります。

社員は5名、エリアは近畿内
です。よろしくお願いします。

大阪の２社と
マッチング成立

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


