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お客様同士の交流を手助けするための
手作り情報誌「コーレア（首都圏版）」

★巻頭特集★お客様自慢！！
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株式会社アスカ企画

東京都文京区本郷2-8-3 天野ビル3F
TEL 03-5689-5618

お客様自慢!!
CASE328

Correaお問い合せ番号：14078001

TEL 03-5689-5618 （土・日・祝日を除く）
ご相談・お見積りは無料です！
お気軽にご連絡ください！

制作の依頼があった際は、お客さまと
実際にお会いしてコミュニケーションを
とり、共に制作を進めることで、ベスト
パートナーとして永続的に優良な関係
を築いていらっしゃいます。

お客さまとの
コミュニケーションを重視

創業して20余年の歴史の中で、多種多
様な媒体とさまざまな業種の制作物を
手がけてこられた実績と経験をお持ち
です。安心してお任せいただけます。

確かな実績と豊富な経験

●おもな取引先

東京ガス株式会社 東京都民共済生活共同組合
東京ガスライフバル 株式会社シェーンコーポレーション
株式会社栄光 アコマ医科工業株式会社
株式会社山貴総合鑑定 日本電産コパル電子株式会社
キャニヨン株式会社 住友林業株式会社
アズビル金門株式会社

ホームページ制作価格例：
企業サイト（トップページ＋4ページ） ¥150,000～

印刷物制作実例

ホームページ制作実例

アスカ企画ホームページ 茶楽音人ブランドサイト

いまいち反応がない!! 結果が出ない!! そんなチラシでお困りの方! 今がチャンス!

商品・サービスの案内やイベント告知などに

Ａ４チラシデザイン作成

先着

３社
限定 無料 キャンペーン中！

受付時間10:00～18:00

Ａ４チラシ 片面カラー

40,000円 → 0円
※印刷費は別途 1,000部～

通常デザイン費 初回のみ

Point. 1 Point. 2
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企業向けのサービスも展開されています！

株式会社 音訳サービス・Ｊ

神奈川県横浜市港北区綱島台11-41 GRAND COURT 3286 103
TEL 045-540-1025
http://onyakuj.com/ 音訳サービス・Ｊ

Correaお問い合せ番号：14078002

音訳サービス・J様では、
図書館向けの録音図書だ
けでなく、企業のカタロ
グや広報紙などの音声化、
各種音声案内についても
承っていらっしゃいます。
お気軽にお問い合わせく
ださい。

音声図書は、話し手の方によってその
本の雰囲気の伝わり方が大きく変わっ
てきます。

ジェイ様では、現役アナウンサーや俳
優・ナレーターの方が、読み手として多
数。その本のイメージにぴったりの音声
図書を提供していらっしゃいます。

疲れない読み方

利用者に合わせてCD版とDAISY（デジ
タル録音図書を実用化するための国際
標準）版の録音図書を作製しています。

DAISY版では“しおり”や“検索機能”な
どもあり、読書を楽しむためにより充実
した機能が用意されています。

機能も充実

ジェイ様では、元NHKアナウンサーなど
を講師としてお招きし、読み手の研修も
実施されています。

社内研修

お客様自慢!!
CASE329
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音訳サービス・J様は、視覚障がい者の方にも本を楽
しんでいただけるよう、録音図書・音声図書の製作を
手掛けていらっしゃいます。このようなサービスを提
供されているのは、NPO法人を除けば日本で数社しか
ないそうです。高いクオリティの録音図書を提供する
ことができる数少ない企業です。

ＣＤ

ＤＡＩＳＹ

取扱い媒体

フォーバル担当者・関根より

実際にジェイ様の製作された録音図書を聞
かせて頂きましたが、まるで１つの舞台に
きているようで非常に楽しめました。

しばらく聞いていましたが
疲れも全く感じませんでした。

ポータブル版もあるようなので、
ご興味のある方は必聴です。



株式会社 キャリア・ブレーン

東京都世田谷区代沢1-25-6
TEL 03-3413-1974 http://www.cb-tokyo.co.jp/

キャリア・ブレーン

Correaお問い合せ番号：14078003

社員の皆さんが自らの可能性に気付き、実り豊かな会社生活を送ることができるように、
人事教育・研修施策を支援をされています。もちろん、講師は全員「プロフェッショナル・キャリ
ア・カウンセラー®」の有資格者ですから、プロとしてのアドバイスができます。

講師は全員、有資格者

お客様自慢!!
CASE330

階層別研修、コーチング研修、メンタルヘルス研修、マネジメント・スキルアップ研修、
内定者研修など多彩な研修を用意。用途に合わせて研修プログラムを組むことが可能です。
また、一方的な講義ではなく、受講者各位の主体的参画を求め、対話型で進めていきます。

組み合わせ自由な研修プログラム

東京都世田谷区を本社に、人材ビジネス業界で18年の実績に基づくノウハウを提供されています。
東京、仙台、名古屋、大阪、広島、松山、福岡の常設7教室で、キャリア形成の支援を行います。
キャリア・ブレーン様の特徴は、単なる知識の習得ではなく、研修を通して自らの強み・弱みを
認識し、仕事に即役立ち活かすための研修を提供されていることです。

人材ビジネス業界で18年の実績

http://www.cb-tokyo.co.jp/
TEL 03-3413-1974

詳細・お問い合わせは
ＨＰをご覧ください

キャリア・ブレーン

無料体験セミナー

キャリア・ブレーン様では、参加費無料で体験セミナーを
開催されています。

こちらの講座では「資格を取得して、企業内において、
あるいはビジネスにおいてどう生かすのか」を常にテーマに
されていらっしゃいます。
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ＮＰＯ 日本プロフェッショナル・キャリア・カンセラー協会 認定

プロフェッショナル人材コーディネーター/
認定キャリア・カウンセラー 養成講座

ＮＰＯ 日本プロフェッショナル・キャリア・カンセラー協会 認定

キャリア・コンサルタント/
プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー® 養成講座



フォーバル担当者・関根より

東南アジアとの繋がりがあ
り、回収したPCをフィリピン
に持ち寄り、現地採用したス
タッフが修理販売すること
で、雇用創出にも取り組んで
いらっしゃいます。

フォーバルの取り組みとも通
ずる部分があり、とても共感
しました！個人でもPC廃棄
(データ消去含む)に興味のある
方、ぜひお声がけください！

株式会社アイアンドダブリュ・サーベイ

神奈川県横浜市戸塚区下倉田町1539
TEL 045-865-6005
http://www.yorozuya-iws.jp アイアンドダブリュサーベイ

Correaお問い合せ番号：14078004

お客様自慢!!
CASE331

アイアンドダブリュ・サーベイ様は、「よろずや」として横浜市で廃品回収業を行って
いらっしゃいます。回収した品は、主に海外の事業者へと販売されます。特にフィリピ
ンとは関係が深く、現地にPC修理・販売の店舗を構え、多くの販売実績をお持ちです。

個人からの問い合わせも大歓迎！

個人の方からの場合、買い取りは
できませんが、PC、周辺機器なら
無料で引き取りをされています。

パソコンに残っているデータにつ
いても、消去作業が完了次第
メールで報告してもらうことがで
きます。ぜひご相談ください。

家電・生活雑貨・家具全般の
買い取りが可能です！

中でも、PC・周辺機器、エアコン
等は値段がつきやすい品物で
す。無料査定、お見積りも可能
ですので、処分品でお困りの方
はまずご相談ください！！

不用品の回収を

依頼したい業者様

関連業者から、非鉄金属を回
収されています。

よろずや様は、直接海外に販
売等は行っていないため、非鉄
金属を買い取ってくださる業者
様がいらっしゃれば、ぜひお声
がけください！！

海外にリサイクル品
を販売できる業者様

こんな“不用品”
引き取ります！

ＰＣ・周辺機器

エアコン

冷蔵庫

テレビ

ベッド（家具全般）

バイク
（生活雑貨全般）

06



有限会社オーケーサムス

東京都江戸川区北小石2-8-22 ルネ北小岩1007号
TEL 03-3659-8270
http://www.air-concleaning.com/オーケーサムス

Correaお問い合せ番号：14078005

お客様自慢!!
CASE332

フォーバル担当者・岩崎より

経費でお困り・お悩みの皆様。エアコン
洗浄はいかがでしょうか？キレイになる
だけではなく、経費も見直せるかもしれ
ません。

ちょっとした悩みでも、相談にのってい
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！

対応エリア

東京都：江戸川区、墨田区、江東区、葛飾区、
千葉県：市川市、松戸市エリア

その他の地域のお客様も
お気軽にお問い合わせください！

エアコンクリーニング.comにご依頼いただければ、
エアコン1台8,000円（税別）～、2台目以降は7,500円
（税別）～にて、本体まるごとピカピカに洗浄！
同社のクリーニングの一番の特長は、表面や内側の
汚れを除去するだけではなく、確かな技術でエアコン
の奥に潜む汚れまで徹底的に取り除くこと。洗浄範囲
に制限を設けておらず、会計も明瞭なので安心です。

まるごと清浄でこの価格！！

お客様のニーズにお応えできるよう、同社では「当日
見積」のご相談も受けています。もちろん見積は無料
ですので、お気軽にお問い合わせください。お急ぎの
場合は、「即日作業」のご相談にも応じてくれます。
作業時間もわずか1.5～2.5時間とスピーディー！
プロならではの確かな技術で、エアコンの不調・トラブ
ルを迅速に解決いたします。

即日対応も応相談のスピード

エアコン内部の汚れを確実に除去するためには、機器本体に関する知識や豊富なクリーニング
経験が必要不可欠です。同社では、知識・経験ともに豊富なベテランのスタッフが、丁寧かつ
スピーディーに作業を実施。メーカーごとの特徴もしっかり理解されているため、安心して任せる
ことができます。エアコンや家電等についてお困りごとがありましたら、どのようなことでも
お気軽にご相談ください。家電の知識豊富なスタッフが、お客様のお悩みに的確に応えてくれます！

家電の知識豊富な専門スタッフだから安心
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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

最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



※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)
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KINGSOFT Office for iOS ￥無料

★iPhoneやiPadでMicrosoftのWord、Excel、
PowerPointを新規作成・閲覧・編集などの操作が完
全無料で利用可能です。他にも、DropboxやGoogle
ドライブなどのオンラインストレージとの連携も可能で
あり、出先でのちょっとした確認作業にも最適です。

これ、
知ってた!?

充電時間短縮の裏ワザをご紹介

時間がないのに充電が足りない！なかなか充電が進まない！そんな時には、ぜひこんな方法を試してみてください。

渋滞情報検索 iPad ￥無料

★全国の高速道路、一般道の渋滞状況がわかる
アプリです。仕事の車移動の際、あらかじめ渋滞
をチェックしてから通る道を選べば、渋滞に巻き込
まれることを防いでくれます。上手に使って効率よ
く移動しましょう！

ON!

使用するUSBケーブルやアダプターによ
っても充電速度は変化します。また同じ純
正品でも、iPad用のUSBケーブル(5V 
2.1A)に比べiPhone用(5V 1A)でiPadを
充電すると極端に遅くなります。

機内モードをONにするだけで、充電速度
が10～15%ほど速くなります。3G/LTE
が有効になっていると、常に接続可な基
地局を探すために通信をするからです。

パソコンのUSBポートからの充電に比べ
て、AC電源からの充電は23%高速になる
という結果が報告されています。

皆様こんにちは。

いよいよ夏がやってきました！今年の夏はエルニーニョ現象発生の可能性が高く、冷夏になるかも？と
いう予測も出ておりますね。

猛暑よりは過ごしやすいのではないか・・・と感じますが、予測される事態や大切な仕事は後回しにせ
ず、夏休みの宿題のように早め早めに取り組むことで、成果も違ってくるかもしれません。

この夏もiPadをどんどん活用していきましょう！



興味のある方は、
御社のアイコン担当に
お声がけください。

フォーバルのグループ会社の株式会社ビジカから、
「Bizi Card」という新しいサービスが始まりました！

FacebookやInstagramの写真をプリントアウトしたり、
ビジネスでは名刺も無料の専用アプリで作成して、
コンビニでプリント可能です！
（※名刺の印刷枚数が少なければ手間もかかりません！）

全国のシャープ複合機設置コンビニでプリント可能です。
スマートフォンからリアルな世界へのドッキング！
ぜひ一度、新しいプリント体験を味わってみてください！
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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２7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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今回のテーマは、「凡事徹底」です。これは、とにかく決められたこと、あたりまえにやるべき
ことを徹底的にやることです。それを「こんなくだらないこと」「こんな簡単なこと」と言って何
もしない人は、他のことも何もできません。「『こんなこと』でもやるんだ」と、とにかく徹底的
にやり抜く、この習慣を付けないと、人も会社も成長できません。

とにかくいま、目の前にあるあたりまえのことにトライしない限り、明日のこともできないので
す。今日をおろそかにして、明日のことばかり考えていて、何が進むでしょう？ 今日の課題に対
してベストを尽くすからこそ、また次のミッション、また次の試練が来るわけでしょう？ 今日が
できたから、明日に続くわけです。明日は今日の延長なのですから。それなのに、「やってらんな
いよ」「今日はいいや」と放り投げてしまった人は、「あいつに言っても何もやらないな」と思わ
れてしまい、その次の仕事はもらえませんよ。そうではなく、「あいつは何を任せても一生懸命や
るな」と思ってもらえるから、また次の仕事を与えてもらえるのです。このように、「どんな仕事
でも、すべて受けて立つ」。そして、「一度引き受けた仕事は、どんなことがあってもやり抜く」。
これを徹底している人には、結果としてどんどん仕事がくるのです。

すなわち、１つのことに対して徹底的にやり抜く人間というのは、遠回りのようですけれども、
結果として一番近道になっているということです。そこを多くの方は分からないで、「すぐにいい
ところに向かおう」ということをやるわけですけれども、これでは絶対に成功しません。決められ
たことを徹底的にやるということ、それがすごく大きなポイントだと私は思っています。

どこの銀行だったか忘れてしまいましたが、こんな話を聞いたことがあります。今はもう変わっ
ているかもしれませんが、昔は銀行に入行して支店に配属されると、Ｔ大を出た人もソロバンを教
えられ、札勘定をさせられたそうです。あるいは、「預金を取ってこい」と言われ、自転車に乗っ
て一軒一軒回って新規口座を取ってこなければなりませんでした。そうすると、中には、「札束を
数えて何の意味があるんだ」「俺はこんなことをやるためにＴ大を出たんじゃない」「バカらしく
てやってられない」と、くさってしまったり、中には銀行を辞めてしまったりする人もいたそうで
す。一方で、「ソロバンをやれ」と言われたら、とにかく一生懸命、家に帰っても、土日を使って
も頑張って練習する人。「札束数えろ」と言われたら、自作した紙の束で一生懸命練習する人。
「預金を取れ」と言われたら、たった千円でも新規を取ってくる人がいるそうです。そういう人は、
やっぱりグイグイ伸びていくのです。上司も、「こんなこと」をちゃんとできるか？ できない
か？ ということを見ているのです。では、今の頭取になった人はどうだったか？ というと、や
はり同じ道を踏んでいるのです。いきなり頭取になったわけではないのです。

このように、バカらしいこと、つまらないこと、単純なこと、とにかく何でもいいから、「与え
られたらことを、まずは逃げずにきちんとやる」という姿勢は、人間としても経営者としてもすご
く大事なことです。これをきちんとやっていくことが、成功するためには不可欠だと思います。

とにかくどんなことでもいいから、凡事を徹底するということが大事。自分の人生においても、
経営においても、仕事においても、これは全てにおいてあてはまることだと思います。まず、社長
であるあなた自身が凡事を徹底していき、部下にも同じことを徹底させていかなければ、いくら大
きなビジョンばかりを描いても、総論ばかり言っても、それだけでは何も進みません。１つ１つき
ちんとやるということをやっていかなければ、やはり会社は上手くいかないのです。
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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。
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STAFF Editor in Chief 岩崎 慶太
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【新規掲載 求む！】

まずは御社の事業紹
介を、コーレアWEBに
載せてみませんか？
詳しくは御社の

アイコン担当まで！

コーレアは、
フォーバルのアイコン担当が
お客様同士の橋渡し役となります。

私たちが介入することにより、
マッチングがよりスムーズに、
スピーディーになるのです！

株式会社ＷＡＧＯＮ

プリントTシャツの印刷・加工・ノベルティグッズ等

の企画・製造を中心に、「何でもできる企業」を目
標として、「お客様が本当に求めているものをカタ
チにする」を常に考え、アイデアにあふれた提案を
いたします！

TEL 03-5426-3220 までお気軽にどうぞ！

http://www.t-wagon.jp/

代表取締役 中山 克己
イラストレーター 油井 克敏

ワゴンTシャツ


