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★巻頭特集★お客様自慢！！
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株式会社計測工房

東京都江戸川区中葛西7-3-5
TEL 03-5659-7481
http://www.keisoku-kobo.co.jp 計測工房

Correaお問い合せ番号：15018001

お客様自慢!!
CASE341
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代表取締役社長CEO 藤井 拓也 様に、「タイム計測業」についてうかがいました

計測工房は、「スポーツのタイム計測業」という職業を担うために誕生した会社です。

マラソン大会、駅伝大会、自転車レース、トライアスロン、クロスカントリー、スキー、オープンウォータースイムなどの参加型ス
ポーツにおいては、大勢の参加者の方の1人1人のタイムを計測する仕事は極めて重要な役割を果たしています。かつては人
間がストップウォッチで計測し、やがてバーコード方式や、ICチップ方式へと時代とともにその方法は変化してきましたが、「タイ
ム計測業」という仕事に求められる本質は変わりません。

「大会の円滑な運営のために、大会のクオリティ向上のために、参加者の皆様へのサービス向上のために、正確に、速やか
に」仕事を提供することが使命です。計測工房では、そのような「タイム計測業」のプロフェッショナルである「計測ディレクター」
によるサービスを提供させていただきます。

弁護士さんのいる法律事務所では、個別案件に応じた的確で臨機応変な対応が求められますが、それと同じように「計測ディ
レクター」は1つ1つのイベント現場に応じた、的確なプロのパフォーマンスを提供させていただきます。
そして1人1人の「計測ディレクター」が顔の見える仕事をいたします。

・第1期（2007年5月-2008年4月） 33大会
（うち13大会は他社のサポートとして従事）

・第2期（2008年5月-2009年4月） 53大会
（うち15大会は他社のサポートとして従事）

・第3期（2009年5月-2010年4月） 65大会
（うち18大会は他社のサポートとして従事）

・第4期（2010年5月-2011年4月） 77大会
（うち11大会は他社のサポートとして従事）

・第5期（2011年5月-2012年4月） 100大会
（うち8大会は他社のサポートとして従事）

・第6期（2012年5月-2013年4月） 114大会
（うち3大会は他社のサポートとして従事）

・第7期（2013年5月-2014年4月） 129大会
（うち2大会は他社のサポートとして従事）

実績推移とＩＣチップ アクティブタグの特徴

電池 あり

通信距離 長い

コスト パッシブよりは高い

装着方法 ゼッケン
駅伝ではタスキでも可

取扱商品名 RTタグ
（日本陸連公認）

製造メーカー名 Micro Talk System
（日本）

画像
（500円玉と対比）
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株式会社旭無線

神奈川県横浜市南区井土ヶ谷上町3-7 小山ビル1F
TEL 045-713-3511
http://www.asahimusen.jp/旭無線 LED

お客様自慢!!
CASE342

Correaお問い合せ番号：15018002

旭無線様は、町の家電店からスタートし、長年培ってこられた実績と確かな技術力で、
地域に密着して営業されていらっしゃいます。LED電気、太陽光発電設備、電気工事、
空調工事、リフォーム工事、エレベーターの非常時支援装置など、大小問わず、どん
な工事もト—タル的にお任せいただけます。

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

大手自動車会社の工場や
SEIYUでも旭無線様の照明が
導入されています！

製品力

小ロット、2セットから受付をされ
ていらっしゃいます！LED照明
および交換取り付け工事費用
は分割払いでもOKです。

対応力 価格力

自社提携の工場から照明を
直輸入しているため、中間マー
ジンが掛りません！良いものを
安く！ご提供されています。

社内照明の節電は、もうお済みですか？

フォーバル担当者・笛田より

フォーバル担当者・星野より

旭無線様は創業64年の積み重ねた実績のある企業様です。
社員のみなさんは親切な方ばかりで、細かな要望にも応えていただけます！

「ウチもそろそろLEDを・・・」とお考えの方、
「LEDって本当に安いの？」という方、まずはお問い合わせください。



イントラックス

東京都港区海岸1-9-11 マリンクスタワー7F
TEL 0120-039-815
http://www.intraxjp.com/ イントラックス

Correaお問い合せ番号：15018003

外国人留学生が夏季休暇（6月～8月）を利用して日本企業にインターンシップを経験します。
20代前後の学生を受け入れることで国際交流を体験することが可能です。

留学生のインターンシップ
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米国務省の政府公式交換プログラムの主要な運営団体であり、世界60カ国以上の高校生、
大学生、社会人を対象にした数々の国際教育プログラムを運営されている実績をお持ちです。
インターンを受け入れたいという企業様の要望にあったプログラムを用意することができます。

世界60カ国以上のネットワーク

アメリカの優秀な大学が夏休みを利用してボランティアとしてインターンシップを行います。
これまでにイェール大学、UCLA、バークレー大学などの一流大学の学生が参加されています。
海外との強いパイプ作りの主役として成長が見込める人材の宝庫です。

海外進出の足がかりとして

海外の留学生をホストファミリーとして受け入れる
ことで、お互いの文化を理解することができます。
少しでも興味のある方や国際交流を深めたい方は
お気軽にイントラックス様にご相談ください！

ホストファミリーも募集しております!!ご自宅に
留学生を受け入れてくださる方、ご相談ください!!

イントラックス様は、1980年に米国サンフランシスコに創設された教育団体です。
アメリカ国務省に認定されており、J-1ビザのスポンサーとして数多くの交流訪問者
プログラムや米国政府交換プログラムを運営。毎年世界中の国から、2万5千人以上の
参加者を輩出されていらっしゃいます。

http://www.intraxjp.com/
TEL 0120-039-815

詳細・お問い合わせは
こちらへ

イントラックス

お客様自慢!!
CASE343

待ち



株式会社 岡三

東京都墨田区向島1-18-9
TEL 03-3626-5611
http://okasan.org/ 岡三 墨田

お客様自慢!!
CASE344

Correaお問い合せ番号：15018004

岡三様は、オリジナルのデザインＴシャツやトレーナー、各種ユニフォームやスタッフ
ジャンパー、そして記念品・贈答用タオル・手ぬぐいなど、お客様のご要望に応じた幅
広い用途で、スクリーン印刷、その他プリント加工の注文を承っていらっしゃいます。
用途や素材、数量などのご相談もお気軽にお問い合わせください。
印刷には、素材にマッチした特別なインキを使用されているので、綿や麻、ナイロン、
タオル生地など各種布素材へロゴ・マークの印刷が可能で、色落ちや印刷面のはがれな
どに強い仕上がりに定評があります。

岡三様には、多くのオリジナル作品事例があります！

オリジナルデザインを無地の
Ｔシャツへ印刷いただけます。
洗濯落ちしにくい仕上げも可能
です。

Ｔシャツ

トレーナー・パーカーなど、
厚手の生地へのワンポイントや
バックプリントが可能です

トレーナー

記念品や贈答、販促用のタオル
手ぬぐい等も承ります。

タオル
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神奈川県横浜市青葉区青葉台2-10-20 第2志田ビル3F
TEL 045-988-5155       http://www.chukeirou.jp

岡本 孝則 所長に

「社内規定見直しの意義」についてうかがいました

なぜ社内規定の見直しが必要なのでしょうか？

社員を守る体制を整えることは、会社を守ることにも繋がります。

ぜひこの機会に貴社自身を見直されてみてはいかがでしょうか。

労務倒産のリスクが生じます

例えば、大手飲食店の過酷な労働環境がマスコミに取り上げられたことで、人材募集をし
ても人が集まらず、店舗の休業・閉鎖が相次ぐという事例がありました。黒字であった企
業だとしても、労務関係のトラブルが噴出し、通常通りの営業活動が行えなくなって、い
きなり収益が落ちた場合、固定費が支払えず倒産に陥る可能性はおおいにあります。

また、一度労務問題で信用を落とした企業は、失った信用を取り戻すのは容易ではありま
せん。たとえ一度はやり過ごしたとしても、きちんと制度を整え、問題を解決しなければ
いつまでもリスクを抱え続けることになるのです。

Point 2

ルールの見直しや教育を怠ると…

社内規定の見直しについて

昨今、社会情勢は大きな変化を見せており、私たちが関わる人事労務についても、
新たな対応を迫られるような問題が多発しております。これから多くの企業が年度末
を迎えますが、新年度を前に社内規定を見直すべき時期でもあると思います。

今回は人事労務に関して、経験豊富な社会保険労務士様にお話をうかがってまいり
ました。

社内規定、就業規則等各種会社のルールの整理

企業活動を行う上で重要な「法律」は、毎年改定されています。
そのため法律＝ルールが変われば、企業活動も当然変えなければなりません。

現在問題になっているパワハラ問題に加え、ネットの普及やコミュニケーション不足等、
従業員の不満に対して対応できている会社はほんのわずかです。企業にとって、人を雇う
ということは必要不可欠なことですが、リスクも伴うということをご理解いただきたいと
思います。

そのリスクを回避するためには、社内規定や就業規則等、会社のルールを整理することが
大切です。定期的に社内規定等の見直しや社員教育の必要性を再認識されることをおすす
めいたします。

Point 1
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無限の情報から、唯一の答えを。

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。

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
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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 採用・教育
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。

コスト
削減
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導入成功事例

GIGAPOD

政府は、税務調査の証拠となる領収書や契約書の原本を原則7年間保管するよう
企業に義務付けた規制を2015年にも緩める方針だ。３万円以上の場合に紙のまま
保管するよう求めていたが、スキャナーで読み取って画像データを保存すれば原本
を捨てられるようにする。 (2014/11/5 日本経済新聞より)

複合機のスキャナー機能

スキャナーなど、皆さまがお使いの複合機の機能をご紹介いたします

スキャナーの保存先 ドロップアウトカラー(スキャナ)

ＦＡＸの宛先確認後送信 ＰＣ-ＦＡＸ送信

スキャナーで読み取ったデータの保存先は、いくつか設定
することができます。最適な保存先を選択することで、業
務の効率やデータ管理の信頼性が向上します。

フォルダ

サーバー

メール

USBメモリー

パソコンの指定のフォルダに保存

サーバーに保管すればデータの共有が可能になります。
また、データ保管の信頼性が向上します。

メールで送ることで、スキャンデータを外出先でも見ることが
できるようになります。

データを持ち出す際に、USBメモリーに直接保存することが
可能です。

スキャンする際、背景のカラーが原因でデータが重たくな
るケースがあります。この機能は、有彩色の背景を除去す
ることができます。

ＦＡＸの送り先を間違えてしまった経験はありませんか？
送信前に宛先を確認してから送信することが可能です。

送信時に宛先が合っているか確認が入るため、
誤送信のリスクを回避できます。

宛先を再度入力して、確認する方法もあります。
手間が増えてしまいますが、誤送信のリスクを
より確実に回避することできます。

パソコンにあるデータを、印刷せずにそのままFAX送信
する機能です。手間も省けて業務効率化を図れます。

このように、複合機は業務効率を上げる機能が満載です。

御社で気になる内容がありましたら、ぜひ担当者にご相談ください！

※今回は、SHARP複合機「MXシリーズ」の機能を紹介させていただきました。他社製品をお使いの場合は、
同等の機能が利用できるかどうか、その製品を購入された会社の指定するサポート窓口にご相談ください。

また、「MXシリーズ」をお使いの場合でも、機種のスペックによっては、一部機能が使えない場合がござい
ます。その点はご了承ください。

先日、日本経済新聞に下記のような主旨の記事
が掲載されていました。これから複合機のスキャ
ナー機能がますます活躍しそうです。

他にも複合機は、便利な機能をたくさん持って
います。十分に使いこなして、御社の業務効率を
さらに向上させてください。
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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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「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：人材育成

こんにちは！よろず相談事務局です。

仕事が安定的に入るようになり、さらに業容を拡大していきたいと考えているものの、社長は手一杯。
下に任せることのできる人材も見当たらない。中小企業では、トップに社長がいて、あとは横並びとい
う鍋蓋型の組織が少なくありません。会社をいま以上に発展させていくためには、次の世代の人材育成
が不可欠。よろず相談でも、人材育成に関するご相談を多数いただいております。その中から、若手社
員の育成についての相談内容を紹介させていただきます。

≪若手社員の育成について≫
ベテランの職人が退職してしまい、若手の人材育成が急務となっています。
外部から職人を雇う予定もなく、若手社員を育成していきたいと考えています。

しかし、現状は専務から下の役職者が少なく、特別昇給等でモチベーションを上げて
いる状態です。他にいい方法があれば教えて欲しいです。
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ご相談いただいた若手の社員育成について、ポイントを紹介させていただきます。

①キャリアプランは、部門別や技術側面で明確になっていますか？

特別昇給等の施策は、一時的なモチベーションアップにつながりますが、持続性がなく、
高いモチベーションを維持できるとは思えません。総論になりますが、モチベーション
の原動力は千差万別である一方、仕事の意義や達成感も大きな割合を占めると言われて
います。そのような場合、個人がどのようなキャリアを形成したいのか？ また、会社
としてどのようなキャリアを形成してもらいたいのか？ という部分のすり合わせを行
い、その合致を図ることが必要です。当然、会社として譲歩できない部分もありますが、
それらの認識齟齬をできる限りなくす努力と、企業側から社員に歩み寄ることが重要な
社員教育の一歩と考えます。

②キャリアプランに沿い、現状と目指すべき姿とのギャップは把握していますか？

これは中小企業だからこそ取り組みやすいと考えていますが、全体のキャリアプランで
はなく、個人のキャリアプランに沿って、共通して求める姿と現状とのギャップを把握
することが必要です。それに対して、個人で改善すること、会社として支援できること
を明確に伝えることで、いま自分にとってなにが不足しているのかを正確に把握し、か
つどのように取り組むことが必要なのかがわかるのではないでしょうか。※会社側から
支援する場合、恩着せがましくすると逆効果になる場合があります。ご注意ください。

③ギャップを解消するための具体的なトレーニングは明確ですか？

ギャップ解消に向けて、個人毎に不足している技術や知識・ノウハウを習得するために、
具体的な取り組みを明確にすることが必要です。

④具体的なトレーニングの進捗管理とフィードバック

目指す姿（キャリアプラン）、現状とのギャップ、ギャップ解消に向けた具体的トレー
ニングに対して、やりっぱなしにはせず、実行後に即フィードバックを行うことや進捗
状況を共有することが大切です。
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みなさんこんにちは。

2014年の日本でのタブレッは、iPadのシェアが半分以上を占めた中、みんなが待ちかねていたMicrosoft 
OfficeのiOS版無料アプリがリリースされました。外出先でエクセルが開けない、ワードを使いたい、パ
ワーポイントで資料を作りたい、などの悩みが、一挙に解決です！今回はこの3つのアプリを見ていきま
しょう。 ※iPad・iPhoneは、Apple Inc.の商標です。

ここでご紹介した内容について、使い方や利用方法など、ご質問やご不明点がございましたら、
弊社コンサルタント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のお仕事への利活用をアドバイスするサービスもご用意しております。

次回もさまざまな機能やアプリをご紹介します！どうぞお楽しみに！
(※アプリ自体の保証・サポートは行っておりません)

Word
ご存じ⽂書作成ソフト。
ドキュメントの表⽰、作成、編集など
主要機能は無料で利⽤可能です。

PowerPoint
プレゼンテーションツール作成ソフト。
急な資料提出やプレゼンなど、外出先
で作成・修正可能です。

Excel
表計算ソフト。主要機能は無料で利⽤
可能。関数⼊⼒やグラフ作成も、外出
先で閲覧・作成可能です。

クラウドサービスの連携は、マイクロソフト社のOneDriveに加え、
Dropboxも利⽤可能で、今までの社内の環境を⼤幅に変えずに利
⽤できます！

まずはアプリをダウンロードして、始めてみてはいかがでしょうか！
ビジネスがはかどること間違いなしです！

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。



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 「捨てる勇気」 が１２月２２日に発売されました！
お求めは、お近くの書店・各種オンライン書店でどうぞ

1,500円（税別）

発行：リンケージ・パブリッシング

大久保秀夫 経営塾
～「やり方」経営から「在り方」経営へ～（第３０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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以前もお話ししていると思いますが、成功している経営者は、とにかく『考え抜く』ことを習慣
化しています。年始ですから、今年の会社の方向性などいろいろ考えていらっしゃる方も多いと思
います。そこで改めて、今回は「考え抜く」ということについてお伝えしたいと思います。

経営者の皆さんは、「私は考えていますよ」と、必ずおっしゃいます。しかし、ただ考えるだけ
では意味がありません。本当に必要なのは、『考え抜く』ことです。すなわち、一言で言うと、
『見える』というレベルにまで高めるということです。よく「分かった」と言いますが、これはま
だ『考える』というレベルです。そうではなく、『見えた！』というレベルまでもっていくことが、
『考え抜く』ということなのです。これは、自分が成功しているシーンをクリアにイメージできる
状態を指します。そこまでやらなければ、『見える』『考え抜く』とは言えないのです。

昔、ある経営者と一緒に商談をするときには、いつも「もうこれ以上ＮＯが出ないかな？」とい
うことをお互いに出し合い、それに対する答えについても「これ以上出るはずが無い」ということ
を、事前準備としていました。そこまで準備をしておくと、もう本番では一切怖くないのです。事
前にシチュエーションを完璧に想定し、自分の進めたい方向に確実に相手を導くための方法を何度
も何度も考え、資料を配布するタイミングにいたるまで、細かく決めて臨んでいるからです。この
ように、「どうやってこちらのペースにはめていくか？」というところまで、何度も何度もレ
ビューしてから本番に臨むと、絶対に成功するのです。

当社は公開企業ですので、毎年、定時株主総会を開催すると、多くの株主の方に参加いただけま
す。初めて顔を合わせる方も多いですし、一般株主の方も多いので、どんな質問が出るかわかりま
せん。ですから、私はいつも株主総会の前に、何百問にもわたる想定問答集を用意して、それを全
部憶えておくようにしています。これも商談の準備と同じですね。そういうことをしておくと、ド
キドキすることなんてないのです。「準備をしておく」ということは、そういうことなのです。

すなわち、経営において何かやるときには、「うーん困ったな」「今回は真剣に考えるか」とい
うたまたまの思いつきではダメだということです。そうではなく、いつも真剣に考えることを習慣
化することが必要です。これをぜひ、皆さんもしっかりとやっていただきたいと思います。

習慣は簡単なのです。たばこを吸うのも習慣。たばこを吸わなくなるのも習慣です。早起きする
ことも習慣です。はじめは辛くても、夜は早く寝るようにして、朝早く起きることを繰り返すと、
これがまた習慣になるのです。人間というのは習慣の動物です。最初は抵抗があっても、「やり
切ってしまえば全部習慣になる」ということです。その習慣を悪い方に持っていくか？良い方に
持って行くか？それはトップ次第です。これをやり続けること、経営とはそれだけなのです。考え
抜くということと同時に、それを習慣化するということが大切なのです。

どんな会社でも習慣があります。経営者自ら、良い習慣を付けるための取り組みを、ぜひしっか
りとやっていただきたいと思います。繰り返しになりますが、そのときに一番大事なのは、「考え
抜く」ということを習慣にすること。それができるようになると、仕事は面白くなるのです。
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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、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

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

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。

2014年10月以降、「オファーしたい」と
お問い合わせが一番多かったのは、
右の案件でした！（12/18現在）

【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！

注目の案件はこれだ！！

★建設工事関連の協力会社を探しています

No. 14120028

★システムの開発に協業できる企業様を探して

います No. 14120056

★【募集】業務拡大につき、協力企業募集！

No. 14120035


