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有限会社ファーシール

東京都足立区小台2-12-3
TEL 03-3913-5676
http://www.furseal.co.jp/ 有限会社ファーシール

Correaお問い合せ番号：14098001

ファーシール様が運営されているサトショップは、
楽天市場で10年の販売実績！それだけ長く続けられて
いるのは、お客様から支持されているからこそ。

陶器の町・瀬戸から、オシャレで使いやすい食器を
産直価格でお届けしています。

飲食店さん、介護施設さんにもピッタリの品揃え♪
きっとお役に立ちます！

お客様自慢!!
CASE333

コンパクトで軽い♪
改良型のランチプレートです。

＊ショップ内商品番号402100

ワンプレートに3種類の盛り付
けOKなので、後片付けも楽ち
んです！食洗機にも入れやす
い形状。超特価！

ランチプレート

薄くて軽い「うすかる」シリーズ
のプレートです。

＊ショップ内商品番号4050726

高齢者にも優しくおしゃれと評
判の高い食器です。日本の良さ
が息づくクールなデザインと
普段使いがラクな機能性♪

食器 カップ

業務用のベーシックなミニコー
ヒーカップ＆ソーサーです。

＊ショップ内商品番号404085

リゾートホテル、ビジネスホテル
さん御用達。安価で丈夫です。
ショップ10周年謝恩セール品と
なっています！

http://www.rakuten.co.jp/furseal/詳細・ご購入は
楽天市場をご覧ください

サトショップ 楽天
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株式会社進正電

神奈川県横浜市鶴見区栄町通1-9-10
TEL 045-521-2100
http://www.shinseiden.co.jp 進正電

お客様自慢!!
CASE334

Correaお問い合せ番号：14098002

進正電様は、東京23区・横浜・川崎・を中心に、電気工事や通信工事・計装工事など
電気設備に関するサービスをトータルに行っている技術者集団です。規模拡大ではな
く、人と人の信用を大切にして仕事をされてきた結果、指名で仕事をいただいたり、
大きな仕事を請負う機会が増えているそうです。大型商業施設や高層複合ビル、テナ
ントやオフィスの電気設備工事、大学や病院の計装工事など、ぜひお任せください！

フォーバル担当者・笛田より

進正電様は、たいへん
多くの電気工事の実績を
お持ちです。

お客様からの信頼も厚く、
国際支援事業等にも
取り組まれております。

電気工事についてなにかお困りの企業の
皆様、ぜひお問い合わせください。

協力会社・取引先を募集しています！

全国各地の案件があります。
施工にご協力いただける、
職人さんがいらっしゃる
協力業者様を募集していま
す。併せて、取引先の募集
も行っています。

お気軽にお問い合わせくだ
さい！

現代社会に欠かすことのできない、
日々進化していく最先端の技術と
向き合い、皆様に喜んでいただける
よう努力されてきました。

人と情報をつなぐ、そんな役割を
担っていらっしゃいます。

電気通信

進正電様の新たなビジネスとして
介護に伴う住宅改修を行って
いらっしゃいます！

快適で、どなたにもやさしい空間づ
くりのお手伝いをされています。

介護リフォーム

オフィステナントビル、商業施設、
共同住宅の新築や改装に伴う電気
工事を行っていらっしゃいます。

快適で効果的な空間づくりのお手
伝いならお任せください！

一般電気工事

計装工事の管理・施工
お客様のニーズにお応えします！

これまでにさまざまな施設の施工を
行ってきており、お客様の期待を
超える自信をお持ちです。

空調制御システム

志伊良 正彦 社長



株式会社ネーヴェ

東京都渋谷区猿楽町12－10 DHビル1F
TEL 03-5728-7068
http://snowdreamer.jp/ ネーヴェ

Correaお問い合せ番号：14098003

お客様自慢!!
CASE335

本気の遊び拡大中！ Amici Adventure Karuizawa(アミーチアドベンチャー軽井沢) が、
7月1日にOPENいたしました！ 木々の間をさまざまなアイテムで渡って行く、ヨーロッ
パ生まれのクティビティを楽しむことができます。また企業向けには、冒険教育プログラム
を提供。大自然の中で体を使い、今現在のチーム状態から良い方向へ導くためメソッドなど、
さまざまなプログラムが用意されています。ぜひネーヴェ様にご相談ください。

http://snowdreamer.jp/
TEL 03-5728-7068

詳細・お問い合わせは
こちらへどうぞ

ネーヴェ

出張も可能！！実施企業の要望に合わせて研修プログラムをアレンジ！！

軽井沢まで行くことが困難な企業様は、ご相談ください。ご要望の場所での
研修も可能になっておりますので、打ち合わせをしながら進めさせていただ
きます。

実施2カ月程前から進めていくことが理想です。

ネーヴェ様では、軽井沢に野外
活動が可能な設備を整えてい
らっしゃいます。

ツリートレッキングやスナッグゴ
ルフなど身体を動かしながら、
刺激のある研修を行ことができ
ます。

軽井沢の自然を
感じながら研修

失敗体験と成功体験を繰り返し
ながら、自らの体験を通して
チームの課題に気付き、チーム
で解決していく体験学習です。

普段、会社の中ではなかなか
気付かない、メンバーの意外な
一面に気付くことができます。

チームで取り組む
研修プログラム

ビジネスに
役立てる振り返り

ファシリテーターは課題解決の
方法を教えるのではなく、解決
のためのきっかけを作り、チー
ムのパフォーマンスの向上を図
ります。

野外研修後は、その日の振り
返りを行い、チームの変化、良
いところ、課題等をメンバーで
話し合うことで、クライアントの
要望にマッチした、今後の活動
へとつなげていきます。
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アポロ印刷株式会社

東京都墨田区亀沢2-23-7
TEL 03-5610-5520
http://www.apollo-p.com

Correaお問い合せ番号：14098004

「eYASHI」サービスは、特定の画像をスマホアプリにかざすだけで、動画サイトや
ホームページ、SNSへと誘導することができるツールです。パンフレットやノベル
ティ等、印刷物の画像を、御社のデジタルコンテンツに連動させてみませんか！

特定の商品、ノベルティー、カタ
ログ、パンフレット等の画像を
スマートフォンでかざすだけで、
動画サイトやホームページ、
SNSサイトへアクセスできます。

印刷物の画像を活用 コストが高いのでは？

アクセスする先を変更
することができるので、
季節ごとや、イベント
時に対応が可能です。
（※要別途料金）

ニーズに対応できる？

お客様自慢!!
CASE336

アポロ印刷

ＨＰのアクセス数
を上げたい

プロモーショ
ン動画を作っ
たけど、告知
方法がわから
ない

ＳＮＳサイトに
誘導したい

イベント時に
撮った動画を
みんなに観て
ほしい

他とは違う、
ポスター/パンフ
レット/グッズ等
を作り、差別化を
図りたい

②アプリを立ち
上げる

③カメラモードになる
ので、あらかじめ設定
した画像にかざす

①上記ＱＲコードを読
み取り、無料のスマホ
アプリ『eYASHI』を
ダウンロード

『eYASHI』

④データ読み込みが
完了（2～3秒）すると
バナーが表示されます

⑤バナーを押すと、
指定したサイトの動画
等が再生されます

フォーバル担当者・岩崎より

プロモーションでお困りのお悩みの皆様。
電子透かしとは、紙幣の透かしとは異なり、
見た目では分かりませんが、検出ソフトを使用
することで埋め込まれた情報を取り出すことが
できる技術です。御社の新たなアプローチ方法
として、ぜひ活用ください！

→右の2つの画像
で「eYASHI」
サービスの使い
勝手をお試しい
ただくことがで
きます

←左のアイコンを
『eYASHI』アプリ
で読込むと詳しい
情報を見ていただ
く事ができます。

基本は初期費用のみで
す。（期間は約1年間）
ランニングコストは
掛かりません。
安心してご利用いただけ
る料金設定です。
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導入成功事例

GIGAPOD

・当時はパソコン等のセキュリティをきちんと管理していなかった。また、外部とのデータのやり取りを
行う際、大容量データはメール添付できなかったり、「宅ふぁいる便」等が使えなかったので、お客様の
サーバーでデータのやり取りを行わなければならず、非常に不便だった。

・また、名簿等のデータも扱うので、セキュリティの高いオンラインストレージ製品を導入しないと、
今後は仕事ができない状況になってしまうことを懸念していた。

＜＜導入のきっかけ＞＞

・自社でセキュリティの高いデータのやり取りができるので、
他社のシステムを借りていた時とは違い、非常に楽になった。

・現在もデータのやり取りは二段階で行っていて、
①データをZIP化してパスワードを付ける
②上記データをさらにGIGAPODを使ってやり取りする

という運用を行っているお蔭で、セキュリティ性の面で他社との差別化にも繋がっている。

・写真のデータは
①そのままの写真データ
②イラストレーターで加工したデータ

と二種類送らなければならず、データ容量が大きくなってしまう。
先日のバージョンアップによって、MACでもGIGAPOD-miniを使えるようになったことで、
ドラッグ＆ドロップで簡単にアップロードできるようになり、非常に使い易くなった。
サポートさえ受けていれば、製品バージョンアップで機能が向上するので、今後の運用面でも安心。

・小さなファイルは10MB位からだが、大きなファイルは100GBに達することも。
しかし、前夜にアップロードを仕掛けておけば、翌朝には問題なく完了している。

・また、セキュアなオンラインストレージをお持ちでない取引先にもGIGAPODの環境を仮想的
に貸し出し、お使い頂くことができるので、感謝されている。

＜＜導入後の変化＞＞

改善策

株式会社丸上プランニング

東京都墨田区石原3-10-1 MJビル3F
TEL 03-5819-7730 http://www.mj-p.co.jp
業 種： 広告、宣伝に関する企画・デザイン/印刷物デザイン/

Webデザイン/写真撮影/画像処理/印刷加工
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通信インフラ

- ＩＰ電話

- 光ファイバー

- 各種回線

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
お客様の状況を踏まえコンサルティング

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
プロの立場からコンサルティング

情報通信の利活用 ビジネスの活性化支援

通信コスト

- 一括請求サービス

- Ｗｅｂ利用明細

- 各種電話サービス

モバイル

- スマートフォン

- iＰａｄ

- 各種アプリ

ＯＡ機器

- ビジネスフォン

- コピー機／複合機

- パソコン／サーバー

ネットワーク

- ＬＡＮ

- ＶＰＮ

- テレビ会議

毎日“安心”して使える
あたりまえの情報通信環境を力強く支援

ブロードバンド活用

- 訪問サポート

- 電話サポート

- お客様専用サイト

セキュリティ対策

- ウィルス対策

- 不正アクセス防止

- ログ監視

保守・サポート

- メンテナンス

- 障害時の対応

- お客様センター

Ｗｅｂビジネス活用

- ホームページ

- ネットショッピング

- ＳＥＯ／ＳＥＭ対策

事業所引っ越し

- オフィス移転先

- 引っ越し業者

- レイアウト／内装

リスクマネジメント

- 生保／損保

- 退職慰労金制度

- 各種助成金制度

ビジネスの活性化支援で
ワンランクステップアップ

お客様の課題に新たなイノベーションと熱いモチベーションとで応えていく。

これが、私たち情報通信コンサルティングのフォーバルならではのミッションなのです。
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今後の経営に直結する
さまざまなお悩みをコンサルティング

認証取得支援

- Ｐマーク

- ＩＳＭＳ

- オフィスセキュリティ

アウトソーシング

- 販路拡大

- 業務

- 各種印刷

情報提供

- 研修会／勉強会

- 講演会／セミナー

- 交流会

各種コンサル

- 経営相談

- 経営診断サービス

- 海外進出

経営にまつわるご相談
オフィス用品

- 文具／事務用品

- コピー用紙／トナー

- オフィス家具



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。

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「アイコン担当」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

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

ポータルサイトです。

・担当者と連絡が取りたい
・コピー機のトナーを発注したい
・先月の電話代はいくら使った？
・ビジネスマッチング情報が欲しい

こんな時にご活用ください。

お客様が安心してＩＴの利活用をできるよう、

アイコン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。

お悩みごと
解決のヒントに
してください

売上拡大 販路拡大 人材募集
コスト
削減

ある日突然、「パソコンが
壊れた！」と大騒ぎした
経験はありませんか？

データの復旧にはお金も
時間も掛かりますし、運
が悪ければ二度と戻らな
い可能性も・・・

パソコンの健康も私たち
人間同様、急に悪くなる
わけではありません。

普段から健康状態をチェ
ックし、悪ければ早めの
対処が大切です。

「パソコンは苦手」「操作方法がわからない」という方でも

ご安心ください。お客様のパソコンと弊社オペレーターの

パソコンを遠隔でつなぎ、画面を共有しながらサポート

することもできます。
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「よろず相談」では、お客様の利益に貢献するべく経営のお悩みを日々承っております。

また、回答は弊社のみならず、グループ一丸となって、
『1000の頭脳で“ｉ”に応える』活動をしております。それが「よろず相談」です。

ご利用は無料ですので、ぜひお気軽に御社のアイコン担当にご相談ください！！

こんにちは、はじめまして！ フォーバル「よろず相談」事務局です。
今号より、本コーナーを連載させていただくことになりました。

日々、アイコン担当を通じて頂戴している皆さまのご相談の中から、特に多く受ける経営相談や時事問題等を、
ご紹介させていただきますので、これからどうぞよろしくお願いします。回答等、お役に立てましたら幸いです。

さて、今回のテーマは『情報漏洩』です。新聞・テレビ等で報道されていますので、大手通信教育会
社で顧客情報漏洩事件が起こったこは、すでにご存じかと思います。事件の内容については割愛させて
いだだきますが、プライバシーマーク保持企業であっても起きてしまったこの事件から、中小企業の経
営者も学ぶべき点は多くあります。

まず、社内ですぐにでも実行できることとして
●クリアスクリーン
●クリアデスクトップ

があります。デスクの上も、パソコンのデスクトップも、整理整頓が必須です。

またその他、社内管理規程の策定やセキュリティーに対する意識向上トレーニングの実施等、「防
止」と「抑制」の両面から対策を講じ、社内犯罪を起こさないような環境づくりをしていきましょう。

それでは、実際に弊社のお客様からのご相談とその回答事例について、少し紹介させていただきます。

≪事務所内のパソコン管理と情報漏洩について≫
個人のパソコンの持ち込みBYOD(Bring your own device＝私有IT機器の業務利
用）を許可し始めたが、リスク管理が気になる。良い運用統制方法を知りたい。

トラブルを未然に防ぐために、業務範囲や労務管理基準、
社内ルールなどの規定を明確にしておく必要があります。
考慮すべき事項として、①社内手続き、②持ち帰りについて、
③プライバシーへの配慮などを紹介させていただきました。

また、規程を整備する際に考慮すべきポイントや利用終了
時に考慮すべきこと、各種データやアプリケーションの削除
についても解説しております。

≪社内の情報漏えい対策ついて≫
人員が増えていくにつれ、情報漏えいリスクが高まっていると感じている。
社員と誓約書などを交わして意識を高めていきたいので、対策を教えてほしい。

社内の端末の付与ルール・規程の策定、従業員との秘密保
持契約や、情報端末の取り扱いに関する取り決めを模索され
る際は、【会社】【管理者】【使用者】の3つの役割から考え
ます。それぞれサンプルを提示しながら社内ルール策定の参
考にしていただきました。また、普及が進んでいるスマート
デバイスやSNSを使用される場合の注意点についても解説し
ております。
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皆様こんにちは。

まだまだ暑い日が続きますね。巷では、iPhone6の発売も間近だとか・・・！？
変革スピードの速いスマートデバイス界では、今年度下半期も、さまざまなニュースがありそうです。

新しい情報をいち早くキャッチすることで、ビジネスのスピード感も変わってくるはず。
たくさんのアプリや多くの機能を楽しみながら、ビジネスへの活用にもつなげられたらいいですね！

※iPad・iPhone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
御社のアイコン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。

次回もさまざま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)

じしょ君 ￥無料

★調べたい単語を入力し、辞書の種類(国語・和
英・英和・類語)を選択して、検索ボタンを押すだけ。
調べた単語だけではなくそれに関連した単語も説
明文の下に表示されます。それをクリックするとその
単語の意味が表示されます。

これ、
知ってた!?

iPadのバッテリーを節約する裏ワザをご紹介

外出先で、iPadのバッテリーが切れた！という事態は避けたいところ・・・。簡単にすぐできるiPadの節電方法を紹介します。

iZip – Zip圧縮、Zip解凍、Rar解凍
のためのツール ￥無料

★容量が大きく重くなりがちな写真や動画、オフィ
スデータなどのファイルをZIPファイルに圧縮してく
れるアプリです。圧縮されたデータの解凍や閲覧
までサポートしてくれます。

①『Wi-Fi』と『ブルートゥース』はオフに。

②『画面の明るさ』も暗くしましょう。

※『英和』検索には便利な発音機能も！

オフ!

③『位置情報サービス』をオフに。
設定 → プライバシー → 位置情報サービス → オフ

④『自動ロック』の時間を２分に。
設定 → 一般 → 自動ロック → ２分

⑤『メール受信』をプッシュ式でなく手動に。
設定 → メール/連絡先/カレンダー → 
プッシュをオフ and フェッチを手動

11



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

-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
アジア最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。
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フォーバル海外拠点

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



グループの による総合オフィスコンサルティング!

オフィス移転をご検討中の企業様必見！

昨今の賃貸オフィスの賃料下落を機に、利便性が高いエリアへの事務所拡大のご移転が増

えています。せっかくのご移転で失敗しないためにも、不動産仲介会社選びは重要。そんな企

業様のため、不動産仲介会社選びのポイントをご紹介いたします。

賃貸オフィスの仲介会社選びのポイント

移転をご検討される企業様にとって、「オフィスを探す」と

いう役割ではどの仲介会社もあまり変わりません。しか

し、そのオフィスの「賃貸契約」は仲介会社によって大き

く変わります。コストもリスクも最小限に抑えた契約内容

にできるかは、仲介会社の交渉力次第なんです。

借主視点の賃貸契約の交渉力 移転業務をまるごと任せられる

オフィス移転は、物件が決まった後も内装を決めたり、

各種業者手配など、すべきことが山積みでとにかく

大変。物件探し以外の移転業務をまるごと任せられる

仲介会社であれば、業務負荷を減らし低コストでご移転

が可能です。

各種費用や制限などは交渉の余地アリ！

賃料 保証金

各種制限事項 解約予告期間

まるごと任せて、手間とコストを削減！

物件探し 内装工事 レイアウト

オフィス家具 電気工事 引越手配

原状回復 廃棄 居抜き

なら契約交渉もしっかりサポート！
さらに、移転業務の一括代行でお客様の手間もコストも削減いたします！

借主視点の賃貸契約の交渉力 移転業務をまるごと任せられる×

株式会社ＦＲＳ(フォーバル・リアルストレート)
東京都千代田区神田神保町3-23-2 神保町錦明ビル4F

東京都弁護士協同組合 特約店東京都千代田区神田神保町3-23-2 神保町錦明ビル4F

宅地建物取引業者免許 東京都知事 (1) 第 90953 号 13



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２８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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「自分自身の魂で考える」というのは、以前も説明させていただいたとおり、経営においても個
人においても、「魂の決断」、すなわち自分の良心・魂に従って行動することが正解であるという
ことです。

例えば、我々のようなコンサルタントがお客様に対して、「これを言ったらまずいよな？」「契
約を切られてしまうかもしれないな？」「やっぱり言うのはやめておくか」という行動は、物事を
損得で判断する、「心の決断」ですね。本当に相手のことを思っていないでしょう？ 「これは言
うべきだ」「もし言って、相手の逆鱗に触れて契約を切られたとしても、言ってあげるのが相手の
ためだ」と思ったら、絶対に言った方が良いですよね？

相手に良くなってもらうために「これを言わなければいけない」と思ったら、その時はグッと
「魂の決断」をもって、やはり戦うべきなのです。もし、皆さんがあと３カ月で死んでしまうとい
うとき、相手に「いま言っておかないともう手遅れになる」と思ったらならば、「たいへん失礼で
すけど、今度こうしましょう」「ああしましょう」と、言うべきことはズバッと言えるはずです。
そういう気持ちを持って取り組むと良いのです。本音でやれば、相手も本音で返してきますから。

時には、クライアントやパートナーとぶつかっても良いと私は思っています。本音でぶつかって
も、「さっきは言い過ぎました」と言えば、「いや、こっちも悪かったな」と、逆にもっと強い信
頼関係ができることもあるわけです。むしろ、軋轢や議論を嫌がって、良い関係が構築できるで
しょうか？ 相手に本当に良くなってもらいたいと思ったら、こちらも命懸けですよね。言いづら
いこともドンドン言わせてもらうことが必要だと考えます。

私としては、「何もしないで、無事１年、２年過ぎ
ました」という部下よりも、「言うべきことを言って
怒られてしまい、契約を切られてしまいました」とい
う部下を評価します。ぜひ、そういう生き方をしてほ
しいと思います。

逆に、クライアントやパートナーに事前に言ってお
けば良いのです。「時々カチンとくることがあるかも
しれません。その時はこう思ってください、私は本気
なんです」「嫌われて何でも、私は御社に良くなって
もらうために本気でやりますから。きれいごとを言っ
ても、御社には意味ありませんものね？」「だから本
気でやりますので、言い過ぎがあったとしても許して
くださいね」と。「すべて御社が良くなるため、これ
が大前提です」ということを言っておいたのであれば、
言葉は選ばなければいけないと思いますが、言うべき
ことは言っていっていいのではないかと思います。

きちんと、正しいか？ 正しくないか？ という
是々非々で判断していっていただきたいと思います。

大久保 秀夫:
1954年、東京都生まれ。国内・外資の2
つの会社を経て、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）独占の電話機販売市場に進出。

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
ネス協議会から「第1回アントレプレナ
ー大賞」を受賞。

現在は、フォーバル会長職の傍ら、講
演・執筆、国内外を問わずさまざまな
社会活動に従事。東京商工会議所特別
顧問・常議員、中小企業国際展開推進
委員会委員長。一般社団法人 公益資本
主義推進協議会 会長。公益財団法人
CIESF（シーセフ）理事長。



インターネット上のコーレア、

コーレアｗｅｂはご存知ですか？

フォーバルのお客様のためだけの、

ビジネスマッチングサイトです。

今回は、そんなコーレアｗｅｂ上での

マッチング大賞をご紹介いたします。

【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！

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、配布しております。

おかげさまで本号を持ちまして、創刊60号を迎えることができました。

これまで取材にご協力いただいたお客様、毎号楽しみにしていただいている読者の皆様、この場をお借りして御礼申し上げます。
これからも、Correa(コーレア)、そしてフォーバルをよろしくお願いいたします。

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、志村 公弥、末永 大樹、

橋本 優治、田中 孝一、長富 咲子、藤本 裕子、田村 英治


