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★巻頭特集★お客様自慢！！
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オール・レンタル株式会社

神奈川県川崎市幸区南幸町3-126-1
TEL 044-511-3331
http://www.all-rental.jpオール・レンタル

Correaお問い合せ番号：14118001

お客様自慢!!
CASE337

オール•レンタル様は、東京都・神奈川県(横浜・川崎市)を中心に各種イベント用品のレ
ンタルから設営をされている企業様です。イベント会場の中心となるスペースを多彩に演出
されています。

イベントに必要な商品の貸し出しをはじめ、記念式典や入社式、もちつき大会等の社内行
事や納涼祭、学校の卒入学式や学園祭、展示会向けのパネルの設置や看板の大判出力等を
行っています。予算に合わせての見積もりや打ち合わせも可能です。イベントでお困りのお
客様は、オール・レンタル様にご相談ください。

必要な時に必要なものをレンタルする。地球に、人にやさしいｅｃｏ

楽しいイベント・大事な式典で
スポット的に必要となる機材や
備品をレンタルいたします。

イベント用品レンタル 看板大判出力

イベントや式典に必要な大判出
力・看板・式次第作成・ポスター
出力は、1枚から承ります！
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フォーバル担当者・杉山より

オール・レンタル様の強みは、イベント用
品のレンタルから会場設置、イベント時の
運搬まで自社で行っているので、イベント
のことなら何でもお任せできることです。
社内行事や展示会の際は、ぜひオール・レ
ンタル様にお問い合わせください。

レンタルだけではありません。
イベント会場の設営や運営も
お任せください！

会場設営



（運営）加納生花店

東京都江東区森下2-17-6
TEL 03-5600-2200
http://www.kochoran-concierge.com胡蝶蘭コンシェルジュ

Correaお問い合せ番号：14118002

お客様自慢!!
CASE338

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。

お得
情報

プレゼントやお祝いとして、大切な方に想いを伝えるために、お花は定番の贈り物です。
なかでも、ご贈答に用いられる最高級のお花として有名なのが胡蝶蘭。
最高級といわれるだけあって、お値段も決して安くありません。
胡蝶蘭を贈るということは、大切な方への贈り物だったりビジネス上大事なお客様のお祝いだったり
するでしょう。そんな大切な贈り物だからこそ、気持ちが込もった最高の品を選びたいものです。

しかし、気持ちが大きいほど、どんな物を選ぶか迷いも大きくなるもの。
そんな時は、ぜひ胡蝶蘭コンシェルジュにご相談ください。
「こんな時どうしたらいい？」「どんな胡蝶蘭を贈ればいい？」「相応しい色は？」など、
お客様のご要望や贈る相手の状況などを考慮して、最適な胡蝶蘭をご提案いたします。
込められた想いを花に乗せお届けする。それが胡蝶蘭コンシェルジュの使命です。
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「初めてなのでどの花を贈ればよいかわからない」「胡蝶蘭の相場もわからない」

など不安に思うお客様のために、コンシェルジュがご提案いたします。

お客様の用途、予算、お届け先との関係性などに応じてご対応いたします。



株式会社誠和コーポレーション

東京都港区高輪1-23-23-1608
TEL 03-3473-5621
http://www.seiwacorp.jp カレンダーの誠和

Correaお問い合せ番号：14118003

誠和コーポレーション様は、昭和元年から80年以上にわたり、ノベルティの制作を
通して企業様の販促を支えています。「誠心誠意」のものづくりをモットーにした
対応が、長年にわたり企業様とのお取引に繋がっています。

特に、名入れカレンダー制作は、長年の経験からお客様の要望に対し幅広い提案を
されています。2015年のカレンダーを用意されていない方は、ぜひご相談ください。

お客様自慢!!
CASE339

置型カレンダー

オリジナルうちわ・扇子

壁掛けカレンダー

BtoBのお客様には卓上カレンダー
が喜ばれます。使いやすい
カレンダーを、毎年楽しみにされ
ると評判です。

オリジナルのうちわは夏に最適です。
既成品ではなく、そのシーズンに愛用した
くなるようなものをご提案しています。
扇子なども人気が出てきております。

「低価格」と「高品質」の両立

素早い対応力でご希望の製品を提案

小ロットにも対応

販促品として使っていただくためには、低価格なだけでなく高品質であることは必須の条件です。
宣伝ツールとして、より多くの企業様に利用していただくために「低価格」と「高品質」を実現します。

80年以上の実績で培った経験をもとに、素早く最適なご提案を実施いたします。
短納期でもご希望される製品の制作が非常に重要です。

近年、小ロットでのノベルティ制作希望が増えています。
誠和コーポレーション様では企業様の要望にも臨機応変に対応します。

お気軽にご相談ください TEL 03-3473-5621

最もスタンダードなカレンダー
です。種類も豊富ですのでおす
すめです。

既成品カレンダー
既成品へ名入れすることで、低価格
で短納期を実現いたします。また、
既成品といっても種類は豊富です。

名入れタオル（白、カラー、印刷、捺染、防染、
ジャガード、 おしぼり、手拭い、豆絞り）
・マグカップ・ポケットティッシュ・のぼり旗・
LED カラーボード・各種ペン・防犯アイテム 等

その他オリジナル商品多数

オリジナルノベルティは
何でも対応いたします。
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株式会社アソシエート

東京都千代田区三崎町3-10-18 マルキビルディング6F
TEL 03-3234-0077
http://www.associ.co.jp/scouter

アソシエート 適性検査

お客様自慢!!
CASE340

Correaお問い合せ番号：14118004

新卒採用、中途採用、アルバイト・パート採用すべてのご採用シーンにご利用いた
だける、「失敗しない採用をご支援する適性検査」。現在、全国の約3,000社以上の
大企業から中小企業及び社会福祉法人、官公庁に至るまで、幅広く利用されています。

株式会社アソシエート様では、適性検査開発元である株式会社トランジション様と
販売パートナー契約を締結し、失敗しない採用を支援する、「不適性検査スカウ
ター」の販売を行っていらっしゃいます。

こちらの適性検査は、30年以上、延べ1,000万人に及ぶ統計データに基づき開発さ
れたもので、長年のアセスメント事業を通じて職種や組織風土という枠を飛び越えて、
どの会社でも活躍していない人材には共通の傾向、特性を見出しているところに大き
な特徴がある適性検査です。

不適性検査スカウター®

能力検査（学力検査）は無料、性格検査は1名864円
（税込）。総合適性検査では業界最安クラスの料金プ
ランを実現。能力検査だけの利用も可能です。新卒採
用・中途採用のどちらにも対応しています。

早期退職、価値観や組織風土にどうしても馴染まない、
仕事でパフォーマンスを発揮できない、ストレスに弱い
など様々な現象を発現し、結果として採用に失敗して
しまうケースはありませんか？

『採用すべき人材の判断を間違っているのではない
か？』 『従業員の早期退職やパフォーマンスが向上
しないのは、経営者や管理職のマネジメントのやり方
に問題があるのではないかと自問自答を繰り返してい
る』 『採用してみなければわからないとも言うが、や
はり失敗だけはしたくない。何かこの課題を解決する
手助けになるものはないだろうか？』

このような経営者の皆様のお悩みを解決するための
適性検査です。
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不適性検査スカウター報告見本

http://www.associ.co.jp/scouter/



東京都品川区のフットサルチームです。ただいまフットサルの
対戦相手チームを募集しております。フェアプレーで一緒に楽しく
プレーできるチームのご応募をお待ちしております。

こちらは女性も参加する場合もあるため、MIXのチームの
ご応募も大歓迎です。気軽にお声がけください。

No.14090118 担当：伊辺 光広

フットサルの対戦チーム募集!!

東京都渋谷区を本社に、東京・神奈川・埼玉の17か所でテニススクール等を
運営していらっしゃるお客様です。

東京都内・神奈川県で、駅から近い土地を管理しているオーナー様とのマッチングを
希望しております。

・土地、遊休資産の有効活用
・相続税対策
・既存施設の活性化
・事業の多角化

などをお考えの企業、土地オーナー様がいらっしゃいましたら、インドアテニスス
クール、アウトドアテニススクール、屋上テニススクール、フットサルコート、
インドアゴルフスクールを運営してきた35年間のノウハウによる、
さまざまな土地の有効活用プランでお応えいたします。

No.14070082 担当：伊辺 光広

東京都内・神奈川の駅近の土地管理オーナー様へ！

Correa web に掲載された募集案件からテーマを決めてPick Up!

スポーツの秋 とも言いますし、

今回は「スポーツ」に関連する案件を紹介させていただきます。

東京都渋谷区の企画業です。スポーツ初心者からフィットネスアスリートの方まで、
興味を持って楽しんでいただけるイベント・企画をニーズに合わせてご提案！
企業様の「店頭イベント・商品PR」はもちろん、社員旅行や研修などにもお役立て
いただけます。

また機能性のある斬新なデザインのスポーツウェアデザイン企画も行っています。
重ねてお声がけいただければと思います。

No.14090013 担当：湯田 明日美

アウトドア&スポーツイベントの企画、スポーツウェアのデザイン企画
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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、次世代経営コンサルティングのフォーバルならではのミッションです。
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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！

次世代経営コンサルティング集団のフォーバルが、今、最も力を注いでいる「新しいあたりまえ」が「アイコン」です。

「アイコン」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。

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。

売上拡大や新規事業、人材の確保、社内規定作成、業務運用の改善などの経営に関するお悩みに応えます。

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、それが「アイコン」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。

お悩みごと
解決のヒントに
してください

売上拡大 人材募集
リスク
回避

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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コスト
削減



「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！！

テーマ：情報漏えいの罰則事例

こんにちは！よろず相談事務局です。

前回、大手通信教育会社で実際に起きた情報漏えい問題に触れ、みなさまが日常で行える対処法に
ついてご案内させていただきました。そして、日々いただいているみなさまの経営相談はやはり、情報
漏えいに関するものが多いのが現状です。

そこで今回は、情報漏えいした場合の罰則事例についてお話しさせていただきます。

≪お客様の個人情報を漏えいさせてしまった場合どうなるの？≫
当社ではお客様の個人情報を保有し、新製品やセールの情報を送るなどして活用し
ています。情報漏えい対策は行っているつもりですが、大手企業でも問題が起きてい
ることを考えると、「当社は絶対に大丈夫」という自信がありません。もし、情報漏えい
問題を起こしてしまった場合、どのような罰則が課されるのでしょう？教えてください。
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ご存知の通り、個人情報保護法では、過去半年間にさかのぼり5,001件以上を保有し
ていれば、「個人情報保護取扱事業者」となりますが、保有していなければ対象になり
ません。

一方、東京都の条例ですと、保有件数にかかわらず、「取扱いに適正を期し、個人の
権利利益を侵害することのないよう努めなければならない」とあります。

◯東京都個人情報の保護に関する条例 平成02年12月21日 条例第113号
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10102211.html

ただ、罰則はなく、助言と勧告にとどまるものです。

罰則について、よく参考に挙げられる裁判の例は、下記の3例です。

■宇治市住民基本台帳データ漏えい事件（大阪高裁2001年12月25日判決）
1件あたり1万5,000円（慰謝料1万円、弁護士費用5,000円）。

■早稲田大学名簿提供事件（最高裁第2小法廷2003年9月12日判決）
講演会の参加者名簿1,400人分を大学側が無断で警察に提供した事件。
1件あたり慰謝料5,000円。

■エステティックホームページ個人情報流出事件（東京高裁2007年8月28日判決）
2002年にエステ大手グループ企業のホームページを通じて個人情報5万人分が
流出した事件。1件あたり3万5,000円（慰謝料3万円、弁護士費用5,000円）。
※身体に関する機微情報なので、高めの金額が認められています。

今回情報漏えいした大手通信教育会社は、情報漏えいの対応策として商品券や基金の
案内をしましたが、そもそも罪に問われたから商品券や基金の案内をした訳ではなく、
現状は損害賠償請求などを防ぐための予防策でしかありません。仮に損害賠償請求を
起こされれば、1件あたり1～2万円程度の慰謝料となる可能性が高いのではないかと
いわれています。私たちも重々気をつけていきたいものですね。
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みなさんこんにちは。

9月にはiOS8のリリース、iPhone6、6Plusが発売され、10月にはiPad AirとiPad miniの新型が発表され

るなど、スマートデバイスの世界は話題に事欠きません。しかし、新しいデバイスをただ持っているだ
けではしょうがありません。ぜひ使いこなして、みなさんのビジネスの改善につなげてください！

※iPad・iPhoneは、Apple Inc.の商標です。

iOS8って何？
OSとは「オペレーション・システム」の略で、電⼦機器を動かすための「基本ソフト」のことです。
パソコンではマイクロソフトの「Windows」、スマートフォンやタブレットではAppleの「iOS」、
Googleの「Android」が⼤きなシェアを持っています。
iOS8はApple社の「iPhone」や「iPad」に搭載されている基本ソフトの最新バージョンです。
今秋に発表・発売された「iPhone6・6Plus」や「iPad」などだけでなく、iPhone4s・iPad2以降の機種
では、このiOS8にアップデートできるようになっており、いろいろな新機能を使うことが可能です。

たとえば こんなことができるんです！

Siriの新機能
「Hey！Siri！（ヘイ！シリ！）」

スマートフォンやタブレットでの⽂字⼊⼒が苦
⼿！という⽅には「Siri」という機能がついてい
ます。通常はホームボタン（下側の丸いボタン
）を⻑押しすると⽴ち上がります。
これはiPadやiPhoneに調べたいことややりたい
ことをしゃべりかけるだけで、検索してくれた
りアプリを⽴ち上げてくれたりする機能ですが
そのSiriに新機能ができました！
iPadやiPhoneに向かって「Hey！Siri！」と話し
かけると、スリープ状態からでもSiriが⽴ち上が
るのです。
「Hey!Siri! ○○さんに電話！」
「Hey!Siri! 渋⾕のレストランを探して！」
「Hey!Siri! 今⽇の△△会社の株価！」
「Hey!Siri! 今かかっている曲名教えて！」
こんな⾵に話しかけてみると、
Siriが答えてくれます。
ぜひ活⽤してみてください！

※「Hey!Siri!」の機能は、充電ケーブルを差している
状態の時にのみ利⽤できます。

電源がスリープ
状態の時に
「Hey!Siri!」
と話しかけると

ご⽤件は
何でしょう？
と⽴ち上がり
ました！

設定はとってもカンタン！

ホーム画面から設定をタップ
①設定画面から一般をタップ
②一般画面でsiriをタップ

①

②

③Hei!Siri!を許可をオンに！ ④緑色が見える状態ならOK！

③ ④

ここでご紹介した内容について、使い方や利用方法など、ご質問や不明点がございましたら、
御社のアイコン担当までお気軽にご相談ください！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)



導入成功事例

GIGAPOD

・教材の種類は生徒さんによって異なり、また都度新しい教材が出るため管理するのが大変だった。

・新規のお客様のところへ訪問する際には、どの教材がその方に適切かが分からないため、
一度にいくつもの教材を持っていく必要があった。

・便利に管理する方法を導入したかったが、ITの知識はそれほど広くないため、あまり複雑なことはできず、
結局は教材を都度持参するしかなかった。

＜＜導入のきっかけ＞＞

・各教材をPCに取り込んでおくことで、 iPad１台ですべての教材のプレゼンが可能に！

・最初にデータを取り込んでおくだけでよいので運用も楽チン。

・教材をスキャンして取り込むだけなので操作も簡単。

・さらに現場では生徒さんがiPadに興味を持つため勉強意欲や教材導入意欲もアップ！

・iPadを使用するため、お客様によってはSkypeを使ったface to faceのやり取りも。

＜＜導入後の変化＞＞

改善策

株式会社リソー教育システム

神奈川県横浜市西区南幸2-12-6
TEL 045-313-6311 http://www.1990-risoh.com/

業 種： 家庭教師派遣 / 教材販売 / 国語電話指導
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企業は本来、社会のいろいろな問題を解決するために存在しています。そこに存在価値があるか
らこそ成り立っているわけです。ですから、そもそも本質として、自社の商品・サービスを通して
社会に貢献する、社会性の高い存在であると、私たちは考えています。

しかし、時に企業の活動は、健康被害をもたらしたり、環境に悪影響を及ぼしたり、社会に対し
てマイナスの影響を与えてしまうこともあります。それゆえ、自らの活動に対して責任を持ち、お
客様・投資家、そして社会全体も含めたあらゆるステークホルダーの要求に対して、適切な意思決
定をすることが求められるようになりました。これが、いわゆるCSR（企業の社会的責任：
Corporate Social Responsibility）と呼ばれているものです。

次第にそれは、自らの事業だけでは貢献できない分野・ステークホルダーに対しても目が向けら
れ、環境保護活動やボランティア活動など、事業と直接関係のない方法でも実施されるケースが増
えてきました。これが世間で「CSR活動」と呼ばれている活動の正体であると考えます。当初は、
大企業を中心に行われていましたが、最近は、中小企業においても広まりつつあります。

でも、これっていわゆる三方良し、「売り手良し」「買い手良し」「 世間良し」という、日本古
来の商売の在り方が見直されているだけなのではないでしょうか？ 実際、中にはCSR活動を通じ
て、顧客や取引先の信頼感を高めたり、人材採用や育成につながるなど、CSR活動が本業にもプラ
スの効果をもたらすケースも現れているようです。

私たちフォーバルでも、全社あるいは各事業所ごとにさまざまなCSR活動を行っていますので、
いくつか紹介させていただきます。「ウチはCSRなんて・・・」とお考えの皆さん、意外と簡単に
始められる活動もたくさんありますので、検討してみてはいかがでしょうか？

Corporate Social Responsibility

CIESFは、真の愛情と情熱をも
った世界レベルの教育者の育
成、利他の心と国際的視野をも
った高度人材の育成を理念に、
カンボジアをはじめとした途上
国の未来を支援する団体です。

東日本大震災により甚大な被
害を受けた中小企業に対し、
事業を再開する上で必要なOA
・通信機器などを無償で貸与。
200社を超える企業様にご利用
いただいております。

事業所の周辺を定期的に清掃
しています。東京は青山本社周
辺と泉岳寺、五反田駅周辺。
その他の地域では、横浜と
名古屋、大阪、博多、鹿児島で
実施しています。

日本オリンピック委員会（JOC）
が行っているトップアスリートの
就職支援ナビゲーション「アス
ナビ」の趣旨に賛同し、ビーチ
バレーボール選手の朝日健太
郎を採用しました。

有志によって集められた子供服
を、フォーバルミャンマー・松村
社長の手によって民間の孤児
院にお届けしました。子供の夏
服やパンツなどが非常に不足し
ており、歓迎されています。

全国の事業所で飲み終えたペ
ットボトルのキャップを回収し、
エコキャップ推進協会に送って
います。限られた資源の再利用
とポリオワクチンの寄付が同時
にできる取り組みです。
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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

-現地スタッフ採用・教育支援

-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OPENしサービス業進出の動きが
増えております。
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。

フォーバルミャンマー社長：松村 健
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



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２９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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まず、自ら動くこと、これがすごく大事なことです。社員がわずかしかいない小さな企業の経営
者は、一人で何役もこなしながら、日夜動いていると思います。けれども、ある一定の規模までい
くと、自分では動かなくなってしまう経営者が少なくありません。これではいけません。トップは
常に動かなければなりません。もちろん、部下にできることはどんどん任せるべきなのですが、新
しい方向についてはトップが自ら先頭に立って動くしかないと思います。

なぜかというと、まず誰かが動かなければ、会社の進むべき道を拓くことはできないからです。
誰も道を切り拓いていないときに、「おまえ、行ってこい」と部下に指示だけ出すなんて、それは
無責任ですよね？ まず自らが未開のジャングルへ飛び込んでいき、ヘビがいないか？ ライオン
がいないか？ その目で確認をして、いたら退治をして、さらに邪魔な木をどけて、それから初め
て、「あとはきれいに道路をつくってくれ」と指示をするのです。すなわち、会社が一度決めたこ
とには、「とにかく動こう」と、次から次へと自ら動くのです。そして道路ができあがったら、
「次は家を作って」「人を住ませて」「スーパーを作って」とやっていくと、そこが町になってい
くわけでしょう？ このように、誰かが先頭に立って開拓しなければ会社の未来を開くことができ
ないのです。そして、その役目を担うべきはトップしかいません。トップは会社の中で、そういう
ことをやっていかなければいけないのです。

以前、「中小企業の経営者は、全部自分がやって、下に任せないのは駄目なんだ」という話をし
たことがあると思いますが、会社がある程度の規模まで成長したら、今度は「自分は動かないで、
下に任せてばかりいるのは駄目」なのです。そうではなくて、上に立つ人間は常に新しいことを開
拓していく。そして自ら道筋をつけたものは、もう部下に任せる。そして自分は、常に常に新しい
道を開拓する。これがベンチャースピリットであり、創業者精神であると思います。経営者は、こ
れを失ってはいけません。もし、それが「もうできないな」「しんどいな」と思ったら、潔く引退
すべきです。なぜなら、引退してその給料を会社に返したら、それも利益になるからです。経営者
というのは、そのくらいの潔さを持たなければいけません。

ところが、「俺の会社だ」と、何も動かないのに給料をもらっている経営者がいます。これは私
腹を肥やしているだけで、何も会社のためにはなりません。まず、トップが動いてください。そし
て、トップが動くべきは、いまの仕事ではありません。これはナンバー２以下に任せてください。
そうではなく、トップは新しいことをやりましょう。「ここから先、どうやってこの会社を伸ばす
か？」というところに対して、ビジョンと現状に差ができます。その差を埋めるためには、トップ
自らが動いていかなければ絶対に実現することはできません。それをやるのがトップの仕事なので
す。ただし、トップがすべきは、お膳立までです。クロージングはナンバー２に任せましょう。こ
れを「全部自分の手柄にしよう」と、全てやってしまったら、部下は育たないからです。トップは
お膳立てまでやる。そうしたら、クロージングは全て部下に任せる。これが大事。そういう分業体
制を取っていったほうが良いと思います。トップには、まず自ら動いて苦労をしていただきたいの
ですが、最後の実を結ぶところは、むしろナンバー２に花を持たせてやらせる、ということを繰り
返していくことによって、自信と経験を付けさせることができるのです。
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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。

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、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、國田丈樹、
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

インターネット上のCorrea webは、
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。

今年4～9月までに「オファーしたい」と
お問い合わせの多かったBest3を
発表いたします！

【新規掲載してみませんか？】

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
は御社担当のコンサルタントまで！

第2位！
【パソコン無料処分】
ダンボールにまとめて送るだけ！
No.14030003

第3位！
企業の顔にオリジナルカレンダーを
作ってみませんか！
No.12110016


