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もともと野村社長は、セールスプロモーション会社も経営されており、その業務の一環として地方の町おこし・村おこしに関わり、地
方の隠れた名産品、特産物を主要都市を中心の流通業者に案内するマッチングビジネスに携わっていました。その時に出会った、
隠れた地方の絶品素材を、「より多くの方に知ってもらいたい」という思いが、全ての始まりとなったそうです。

実家が料亭だったという事もあり、幼い頃から＜食＞に関しては、人一倍のこだわりと探究心を持っていた事や、その環境もいかし
て調理師やスタッフ達との人脈のネットワークも築かれてたという、恵まれた環境もあったとの事です。

広告業界にも携わっていましたので、どのような展開でお店作りをしていくのが、今後一番望ましいのかをマーケティングリサーチ
機能を活用し、様々な角度からデータ収集をされ 【立地状況・空間作り・素材を活かした調理の研究・スタッフ教育】に、約２年の歳

月をかけ徹底的に検証したそうです。
現状、【安心・安全な食の神話】が崩壊している事は、周知の通りかと思われます。素材にこだわる事は当り前、鮮度・安心・安全に

つながる食材選びにこだわりました。“例えば”鮮度では産直食材を取り入れること、また、安心・安全では、その食材の持つ安全性
以外に飼育環境や栽培環境を、現地に赴き、自身の目で確かめた徹底ぶりだそうです。その全ての結果が【アンチエイジングジャパ
ニーズ】の展開に辿り着き、必然とオープンにつながったそうです。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０１１ － 確固たるポジショニングを確立した。
アンチエイジン グジャパニーズレストラン・Ｏｎｅ Ｇａｒｄｅｎ

株式会社 ＴＥＳＴＡ ＪＡＰＡＮ

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-6-4 ライベスト青山6階（渋谷事務所）
TEL 03-5466-7776 ／FAX 03-5466-7779 

http://www.one-garden.jp/

「大切な方と大事な時間を心ゆくまで、楽しんでいただきたい」これ
がワンガーデンのコンセプトの一つです。
その為には、厳選素材は当り前 鮮度にこだわり、更に安心・安全にこ
だわった絶品素材を使った料理と、過し栄えの良い食空間やサービス
を、妥協する事なく追求し続けています。

興味を持たれた方は、ホームページをご覧下さい
URL:http://www.one-garden.jp

オープンのきっかけ

人気店となった要因

飲食ビジネスは、非常に難しい業種の一つだと思っております。本物のお店作りを目指すには、十分な労力
とそれに値する十分な時間が必要であると考えます。私の場合は、先行したビジネスが軌道にのっていまし
たので、オープン当初の売上に固執すること無く、じっくり時間を掛け、お店作りを展開する事ができました。
実際、１店舗目の渋谷店は、自身が思う完成まで約１年の月日を掛けました。
「現状に満足せず、常に理想の形を追求し続けたこと」が、大きな成功要因だと考えています。このように
答えると、「では、理想の形とは何ですか？」と問われるかと思います。それは単純に、「食に関しては物凄
くわがままでは？」と思っている、私自身の要望を満たしてくれるお店作りを徹底したことです。ですから全てのお客様に満足いただける内容
のお店ではないと思っています。ワンガーデンは、わがままな大人のお客様を満足させたいお店です。

オープンにあたっての宣伝活動にも、成功のポイントがあったかもしれません。一般向けには大きく広告をせず、各業界のキーマンと思われ
る方々や、各オピニオンリーダーの方々にピンポイントで案内し、口コミから次第に噂を広げていく戦略があたりました。

他店様との違いとしては、お客様の滞留時間が平均で４時間となっていることです。これを聞いて「？」と思われる方もいらっしゃるかもしれま
せん。しかし我々は、回転率を上げ、効率良く売上を伸ばそうとは考えておらず、長い滞留時間は、お客様が楽しんでいただいている証とし
て、次に繋がる大事な要素として快く考えてます。そこでの楽しかったひとときの印象が強く、接待を受けた側のお客様が、後日、別の接待
に当店を使っていただいている事や、若いカップルがご利用された後、ご一緒に来られた女性の方がご両親の結婚記念日に、ご利用して下
さった事等、リピーターがリピーターを呼ぶ、私の望んでいたお店作りの方向に向かいつつあります。

【代表取締役社長 ： 野村 憲司】

Ｏｎｅ Ｇａｒｄｅｎ様のこだわり！

野村 様からのコメントです！

「是非、大切な方との大事な一時に当店をご利用なさって見て下さい。
お連様にも喜んでいただける自信はあります」

One Garden 【渋谷店】

東京都渋谷区桜丘町20-12
ル・カルティエ桜丘1F

TEL・FAX 03-3780-0880

One Garden 【西麻布店】

東京都港区西麻布3-17-29 
富士見坂プレイス2F

TEL・FAX : 03-6440-0880



心掛けていることは、「常にいろいろな
情報を敏感に収集出来る、独自のアン
テナを持っていることです」

昨今、情報が全てのこの世の中で、ど
のようにしたら最新・有力な情報を収集
出来るかが、間違いなく、今後の経営に
大きく影響を及ぼします。こうしたスキル
を、トップシーンの社員の皆様は、自然
と身に付けていらっしゃるそうです。

「どうしたら、関係者から円滑に、最新の
情報を収集できるか？」等、もちろんプ
ロデューサーからの指示もありますが、
「小さい事にも気が付くこと」「気を配るこ
とができること」、つまり、「相手の立場
に立った考え方ができるよう心掛けてい
る」と、皆さんおっしゃっていました。

株式会社 トップシーン

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-20-26 ユーエスト青山4階
TEL 03-3797-3789 ／ FAX 03-3797-3709

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０１１ － ＴＶ・ビデオ・ＤＶＤなどの映像制作 トップシーン

http://www.topscene.co.jp/

ＴＶ業界ということもあり、定時出社・退社が難しい業務内容となっており、時には徹夜で作業するのはあたりまえな状況も多々あ
るそうです。その為、社員には一人一人に会社の鍵を渡しています。これはもちろん、社員を信頼した上でのこと。それぞれが請
け負っている番組・企画により徹底が難しいこともありますし、自主的に活動しないと業務が進まないこともありますので、プロ
デューサーを中心にグループでの活動で一体感を持たせているのです。

上記のような状況でも、毎週月曜の朝は、なるべく会社に集まり、全体朝礼を行うそうです。その際、「今、疑問に思ってること」
「今後の改善点」「成功事例」「問題点の対応策」等を、皆の前で発表させるそうです。ＴＶ業界では、考えている事をしっかりと相
手に伝えないと仕事になりませんので、その為のトレーニングの一環にもなっているのです。

特殊な業界ですので、会社は「社員が働きやすい環境」「待遇」を考え、「どうすれば社員に、会社に所属していることの素晴らし
さを感じてもえるようになるか」を、経営陣一同は常に模索していらっしゃいます。その成果もあって、「同業界の他社に比べ、離
職率は非常に低いことが我が社の自慢の一つです」と語っていました。

ＴＶ局や他社との協業もあり、全てお伝
えする事は難しいのですが、皆さんご存
じの番組として、

【カンブリア宮殿】・【ガイアの夜明け】・
【クイズ雑学王】をはじめ、この他にも、
多くの番組を手掛けています。

いつもご覧いただいている番組でも、も
しかして最後に流れる製作会社・スタッ
フの一覧に、【トップシーン】の名前が
載っているかもしれません。是非、見つ
けて欲しいなと思います。

フォーバル担当者より心掛けていること業績好調の要因

トップシーン・筒井 専務も、「このような独

立独歩のスタイルが糧となり、クオリ
ティーの高い企画・制作に専念すること
ができました。こうした取り組みの結果が
出たのではないかと考えられます。」と、
好調に推移している業績について、要因
を語っていただきました。

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
tsutsui@topscene.co.jp（担当：筒井様）まで、ご連絡お願いします。

社員を信頼し・会社を信頼していただける事。これが我が社
の一番のこだわりです。どの業界の会社でも共通することだ
と思いますが、ＴＶ業界の場合は特に、相互の信頼関係が、
業務を進める上で不可欠となります。信頼があればこそ社員
は奮闘してくれますし、会社としてはその成果をしっかり評
価し、社員が喜ぶ形で反映させることが重要かつ、絶対に必
要なことだと思っています。
（写真中央：筒井 専務 写真左右：フォーバル佐藤＆高木）

トップシーンさんは、ＴＶ局との資本関係
を持たない“独立系の制作会社”で通っ
ています。



株式会社ソナ

〒164-0013
東京都中野区弥生町2-19-9
TEL 03-5350-2621 ／ FAX 03-5350-2670

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０１２ － 音響空間の構築・音場デザイン ソナ

http://www.sona.co.jp/

ソナ様は、音響ルーム施工の職人集団として、日本で最高峰の
クオリティーを提供しているという自負をお持ちです。
事実、日本国内で唯一、「スターウォーズ」「インディー・
ジョーンズ」等を製作した、ジョージ・ルーカス監督が設立に
関わった映画の音響・映像製作グループ「ＴＨＸ」とレップ契
約を締結されています。
（写真左:垰 代表取締役、中央:鈴木 取締役社長、右: 増田）

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL03-5350-2621まで、直接ご連絡お願いします。

建築音響の設計図を描ける会社は、日本で多数あると思います。しかし、音響（音の響き方、聞こえ方等）の計算を数式で出せ
て、そして施工出来るのは、日本で約３社のみ。その１社が、今回紹介させていただくソナ様です。

業績好調の要因は、３５年間積み重ねてきた実績、そこに最新技術を上手く融合できたこと、さらに特殊な施工となるため、施工
後のアフターサポートをきっちり行ってきた結果ではないかと、教えていただきました。

こうした体制が評価され、日本国内で唯一、ハリウッド映画として有名な「スター
ウォーズ」「インディージョーンズ」等を製作した、ジョージ・ルーカス監督が設立
に関わった音響製作グループ「ＴＨＸ」社との業務提携されているのです。

（THXについて、詳しくはhttp://www.thxpm3.jp/をご覧ください）

「THX」社との業務提携は、日本で唯一「ジョージ・ルーカスから認められている

会社」という自信と誇りを持って、社員が活動できていることにも繋がっています。
社員のやる気や態度も一段とアップし、「半端な仕事は出来ない」「最高の仕事
をしなくてはいけないと」良い意味でのプレッシャーにもなっているそうです。
「日本でただ１社」という響き、とても良いですね！

あとは、どこの会社さんでも実施されていると思いますが、「挨拶の徹底」と「時間
厳守した活動」を、日々心掛けるよう、社員には徹底されているそうです。

業績好調の要因

会社のこだわり

感動を与えられる仕事にしたい。あらゆる音楽・映画、それを演奏・製作する方々は、その作品に魂を込めています。ソナ様は、
「その思いを、最高の水準で体験していただきたい」ということにこだわって、スタッフ一同が動いていらっしゃいます。

量販店等で展示されている音響システムも、最近は素晴らしいものも沢山ありますが、それらとソナ様の音響は、「全く次元が違
いますよ」と説明され、実際に音響ルームに入れていただきました。素人でも、その違いにハッキリと気付く程の違いを体感する
ことができました。

素人ですので、違いを上手く表現することは難しいのですが、まず体が微妙に揺れていることにビックリ。「大きな音ではありませ
んが、重低音が出ている時は体が揺れているように感じるんですよ」と説明していただきました。また、空調がしっかり動いている
にも関わらず、全く音がしていないことにもビックリ。確かに、量販店のサラウンドシステム・コーナーとは、まるで違う感覚です。
素人の体験談で申し訳ないですが、「これが感動なのか！」と実感することができました。

最後に、今後の展開を教えていただきました。これまでは、レコーディング・スタジオ、映像スタジオ等がメインでしたが、今後は
自宅の音響ルームにも力を入れていくそうです。ホームシアター、リスニングルーム、ピアノルーム等が、その一例です。ご興味
のある方は、是非、ソナ様にご相談ください。



株式会社ユーアンドユー http://www.uandu.co.jp/

〒150-0036
東京都渋谷区南平台町2-6 南平台ヒルス202
TEL.03-3428-0303 担当：櫻井 様
info@uandu.co.jp

弊社は、朝日・読売・毎日・産経新聞などの大手全国紙から、
北は北海道、南は沖縄までの地方・県紙をはじめ、専属代
理店として取扱いをしている『定年時代』などのタブロイド紙、
『家の光』・『致知』の全国雑誌など、シニア層を中心とした
媒体を、クライアント様にご紹介し拡大してまいりました。

現在は、ラジオ・テレビ・インターネットの分野に力を入れて
います。クライアント様より頂いた情報（広告）を、あらゆる
媒体を使って、できる限り早く、多くの人々へ知らせることが
できますよう、またクライアント様が期待する以上のものを、
ご提案できますよう、日頃から努力しています。

更に私どもがモットーとしている経営理念「誠意」「熱意」「感
謝」「謙虚」をもって、常に対応
させて頂きますので、まずは
情報（広告）をお聞かせ頂けれ
ば幸いでございます。広告のお
問合せは、下記電話番号
までご連絡ください。

お得情報
シニア層へのアプローチを
得意とする
総合広告代理店

株式会社 元就出版社 http://www.gensyu.com/

〒171-0022
東京都豊島区南池袋4-20-9 サンロードビル2F-B
ＴＥＬ. 03-3986-7736 担当：浜 様
info@gensyu.com

元気な中小企業の社長さま
あなたの経営哲学を
１冊の本にしてみませんか？

募集中！

ユーザー企業のオーナーさまへ

首都圏の元気な中小企業の社長さまの原稿を募っていま
す。まさに「耳にたこ」ではありませんが、100年に一度の大
不況の現在、独自の理念、営業展開、手法を駆使して躍進
を続けられている企業の戦略を原稿にしてみませんか。

たとえば顧客獲得のノウハウ、不況だからこそ妙味のある
業種や業態、社員の教育・指導法、取引先との付き合い方
など、代表者の経営哲学をお示しいただければ幸いです。

仮定の話ですが、『首都圏発・東京で一番愛したい会社』
（仮題）といったタイトルで書店販売を考えています。業種、
業容を問わず複数社さまで1冊になるよう編集したいと思っ
ています。

また、ご多忙でお時間のとれない
社長さまには、当方で取材をさせ
ていただき社長さまに代わって
ライターが原稿を作成することも
可能です。

株式会社芝トラスト

〒105-0004 東京都港区新橋5-7-12 ひのき屋ビル4階
TEL. 03-3433-3780 担当：谷口 様

taniguchi@shibatrust.com

この不況の時代を生き抜くために“他社との差別化”を図り
ませんか。貴社の“企業価値向上”のお手伝いをさせていた
だきます。

●Ｐマーク、ＩＳＯなどの公的認証取得のコンサルティング

●中小企業様向け簡易版内部統制システム導入の
コンサルティング

●総務（社内規程、株主総会）に関するコンサルティング
及びアウトソーシング受託

●株式公開に関するコンサルティング

業務フローや社内規程を整備することによって、コストや
業務の無駄が見つかります。また、公的認証の取得は、
目に見える形での企業価値向上になります。

“他社との差別化”
貴社の“企業価値向上”
のパートナー

ＰＲ情報

売りたい 買いたい ＰＲ情報

では、

皆様のビジネス活性化をお手伝い
させていただくため、

情報をご紹介します！

本コーナーに掲載ご希望のお客様は、
弊社担当まで、お問い合わせ願います。



アユサインターナショナル日本事務局

105-0022 東京都港区海岸1-9-11 マリンクスタワー7階
TEL.03-3434-2636 担当：砂賀 様
info@ayusajapan.org

http://www.ayusajapan.org/

今年8月末に来日するアメリカ人、ドイツ人、台湾
人高校生のお世話をしてくださる、ボランティアホ
ストファミリーを関東地方で募集しています。

ご家庭で国際交流をしてみませんか？

コーディネーターがサポートしますので、初めて
でも大丈夫です。

ホスト期間は1カ月
からご相談に応じ
ます。

お気軽にお問い合
わせください。

ホストファミリーになって、
留学生と一緒に
生活してみませんか？

ＰＲ情報

株式会社ビジョンサービス
http://www.vision-service.co.jp

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-8
TEL.03-3209-3959 担当：辰本 様
koyo@vision-service.co.jp

人は幸福人生を築くために生きているのですが、経済
競争の激化、地球の温暖化、テロなどによって、それ
が年々困難になりつつあります。

従って、幸福人生を築くために必要な知識を、人類7
千年の文明史が普遍性を証明した哲学、文学、心理
学、医学などから抽出して総括し、それをしっかり修
得しなければならなくなりました。

そのニーズに応えて作られたのが、
http://www.vision-service.co.jpの「幸福の葉書」です。
是非ご覧下さい。

“しあわせになるため”の
「心理テスト」から
お試しください

売りたい

株式会社フォーバル http://www.forval.co.jp/

TEL.0120-81-4086 セミナー事務局：高木 seminar@forval.co.jp

セミナープログラム（予定）

情報保護対策は企業利益の最短ルート
評価される企業はここが違う！
情報セキュリティ対策セミナー

ＰＲ情報

第１部：守るだけではない！情報セキュリティ対策が必要な理由 （株式会社マッハロックインターナショナル）

第２部：事例紹介・情報セキュリティ対策の現場から （株式会社フォーバル）

あらゆる業務の場面において、情報セキュリティ対策を必要とする声は日々高まる一方。取引先との業務のやり取りに
おいても、自社の情報セキュリティ対策への取り組みについて厳しく要求されます。

果たして、情報セキュリティ対策とは何なのか、自社の企業価値を高めるために必要な、情報セキュリティ対策のポイ
ントであるリスクマネージメントを今一度再確認しましょう。

情報セキュリティ対策と言っても企業の業種や規模、環境などによってその手法は千差万別です。ここで紹介する
事例を、是非自社での情報セキュリティ対策のヒントにしましょう。デキる会社のツボが、ここに集約されています。

例：「PC10台からの対策」 「上位取引先からの要求には」 ・・・・・ｅｔｃ
また、具体的解決策の一つとして、情報セキュリティ対策に不可欠な外部要因・内部要因の両方を網羅したトータル
な対策の決定版、話題の「MachLock-STATION Mu」をご紹介します。

受講料無料
受講料無料

セミナー開催日時 ： 2009年8月6日（木）

会場 ： 日興コーディアル証券渋谷支店 7Ｆ セミナールーム
お申し込み方法：弊社ホームページよりお願いいたします。もしくは担当者にお申し付けください。

【 午前の回 】 10：30 ～ 12：00 （10：00受付開始）
【 午後の回 】 14：30 ～ 16：00 （14：00受付開始）



遺伝子検査によってあなたが生まれながらにもつ疾病体質リスクがわかります。

また、肥満関連ではどういう栄養素で太るのか？どういう運動が効果的なのか？
どういう順番で食事をするのがいいのか？などあなたの遺伝子に合わせた
健康管理方法を知ることができます。

◆生まれながらにもつ疾病体質リスクに合わせた

健康管理方法を知ることができます

◆口内粘膜を綿棒でこするだけの簡単な方法です

【肥満関連】

【高血圧】

【脳血管疾患】

【脂質代謝異常症（高脂血症）】

≪検査項目≫

◆多くの疾病はその人のもつ体質（遺伝的・先天的

要因）とライフスタイルや環境などの影響（社会

的・後天的要因）が関与しておこります

② 血液検査

◆血液検査のデータは、あなたの社会的・後天的要

因（ライフスタイルや環境などの影響）要素を表し

ています

◆お客様の普段の食事スタイルをお伺いして、栄養バランス分析をおこないます

◆普段されている運動までもお伺いさせていただきます

血液検査結果は、数ヶ月前からの食生活や運動スタイルによって変化します

③ 食生活・運動スタイル

① ＤＮＡドック（遺伝子検査）

【動脈硬化症】

【糖尿病】

【骨祖しょう症】

お客様の７割が経営者層利用者

ご自身のデータに基づいた良質なサプリメントを摂取できるサプリメント

月々約5,000円～栄養アドバイザーを雇える費用

お客様お一人につき一人のプライベート・ヘルスケア・コンサルタントが専属で担当専属担当制

医師・管理栄養士・サプリメントアドバイザーなどの専門家集団専門家集団

オーダーメイドな疾病リスクと体質改善のプログラム（ダイエットを含む）をご提案

生涯にわたっての疾病リスクや体質リスクを軽減する方法を体得できる
プログラム/プラン

東京大学 生命科学教育支援ネットワークとDNA・血液データ・栄養データの分析において共同研究契
約を締結している

研究

DNAから完全サポートまで、プライベート・ヘルスケア・コンサルタントによる「訪問」にてサービスを提供訪問制

遺伝子検査により、生まれもっての疾病リスクや体質リスクが判明

調べる遺伝子においては一生に1回きりの検査
将来のリスク

今、テレビなどで話題の をあなたも受けてみませんか?遺伝子検査

■ H&BP(ヘルスケア＆ビューティーパートナー)サービスの特徴

フォーバルフォーバルお客お客様様限定限定 ご優待料金ご優待料金

■ 価格

チェックプラン：上記の①～③をパッケージしたお奨めプランです

DNA・血液検査・カウンセリング・栄養バランス分析・サプリメント診
断・ アドバイスブック作成（1回）

◎◎先着先着3030名様名様 限定限定

※※その他その他 31,50031,500円～（肥満関連遺伝子検査プラン）から円～（肥満関連遺伝子検査プラン）から

様々なプランをご用意しております様々なプランをご用意しております。。

通常 248,850円（税込） 199,000199,000円（税込）円（税込）

●お問い合わせ先

U R L ： http://www.h-bp.jp/
所在地 ： 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目10-4

虎ノ門ガーデン709
資本金 ： 9500万円
代表者 ： 代表取締役社長 CEO   宮元 正明
F A X ： 03-5941-6658

まずは、ご自身や大切な方のために、またプランにつきま
しても、お電話でお気軽にご相談ください（無料）

TEL：03-5941-6657

H&BPは、①②③の①②③の33つをつを元元にしてアドバイスをさせて頂く、あなただけのアドバイザーにしてアドバイスをさせて頂く、あなただけのアドバイザーです
３つが合わさることで今からはじめるあなただけのプランあなただけのプランが完成します

（担当：キモリ・イシザカ）

e-mail：info@h-bp.jp
株式会社ヘルスケア&ビューティパートナー





お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０１３ － 撮影用機材の販売／レンタル アガイ商事

６月号の「お客様自慢！！」で紹介させていただいた、韓
国旅行代理店・ジャコアンドワールド様からのご紹介で、
今回コーレアに掲載させて頂きました。アガイ商事の社長
が、起業する前から、お取引きがあったそうで、両社とも
池袋にあるということで、社長同士でよくお食事等にも行
かれるようです。

コーレアを通じて、是非フォー
バルと取引きのある皆様の販
路拡大やビジネスチャンスに
なりますよう、今後ともお客様
をご紹介させていただきたい
と思います。

（取材担当ソリューションアドバイザー 藤野 雄太）

実はアガイ商事の社員の皆さんは、お酒好きの方が多い
んです。７月１８日のオープンスタジオ・イベントでは、アガ
イ商事が輸入販売しているスイスワインの試飲もできるそ
うです！

スイスのワインは、あまり知られていませんが、実はとても
美味しいんだそうです！これはワイン好きも是非参加した
い素敵なイベントです。

スタッフＳさんによると、冷えた白ワインが格別だとか・・・。

フォーバル担当より

最近の耳より情報

アガイ商事株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-23-16 アガイビル
TEL 03-5954-7577 ／FAX 03-5954-7578 

http://www.agai-jp.com/

ストロボの最高峰！ブロンカラーの日本総代理店として有名
なアガイ商事様。また、ブロンカラー以外にも、コボルトや
フルボの総代理店としても広く知られています。
会社方針に「お客様の満足で繁栄する会社」という言葉があ
る通り、長年に渡り商品サポートにも力を入れ、プロからア
マチュアの方まで幅広く対応ができるところが、アガイ商事
様のこだわりです。

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL03-5954-7577まで、直接ご連絡お願いします。

先進の物、最高の物をお客様に勧めていきたい。
高くても価値のある物を勧めていきたい。

また、高い物を買ってもらい売りっぱなしではなく、アフター
サポートもしっかりしていきたい。そのために修理や電話で
のサポート、販売の前に試す、レンタルサービスや、オープ
ンスタジオなどで デモンストレーションを行ったり、納得し
て購入頂けるような仕組みを作っています。

石木社長から一言

７月１８日（土）にオープンスタジオのイベントを行います。
１０：００～２０：００（デモンストレーション１１時／１５時開
催）会場は池袋のアガイ商事スタジオで行います。

ブロンカラーやコボルトの機材を自由にお試しいただける
上に、性能比較もできます。モチロン参加費も無料ですの
で、プロの方も初心者の方も是非遊びに来てくださいね。

イベントのご案内



有限会社グローバルヒューマン
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-8-8 第三文成ビル1階
TEL 03-3437-6480

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０１４ － 六本木 恵比寿 神谷町 三田 にあるヘアサロン
美容室「ＵＮＰＡＳ」を運営するグローバルヒューマン

http://www.unpas.jp/

「社員を大事にしております」と語るグローバルヒューマン・内海社長。出勤する事が楽しくなるような環境を作ろうと、スタッ
フ一同で頻繁にミーティングを行っているそうです。もちろん打ち合わせの中では、技術的な部分の勉強会もあわせて行っ
ています。

さらに、カットの本場ロンドンに、会社負担で9日間の技術研修を実施されているそうです。いつもと違った環境で、最高の技

術を学ぶ事はもちろん、精神的なリフレッシュも視野に入れての研修となっています。
「ある意味、スタッフが一番楽しみにしている会社行事かも知れないです（笑）」

美容室業界の場合、待遇面等の不満で離職される方が多いと聞きますが、アンプス様では、「退職者がいたかな～？」と言
うくらい定職率が高いそうです。現に「25年以上の勤続者が数名いますし、10年以上の勤続者となると沢山いますよ」と、切

れの良い回答をいただきました。

会社のこだわり

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL03-3437-6480まで、直接ご連絡お願いします。

特別割引情報

『「月に一度の自分へのご褒美」に、「月に一度のリフレッシュ」
に等、気軽にご利用していただきたい』という思いから、今回、ス
ペシャルサービスを実施しています！

「アンプスの良さを知っていただく為のサービスメニューとして、
カット料金のみの金額で、４種類のスパの中から１種のメニュー
を無料で、ご利用いただけるキャンペーンがスタートしました」
こちらは一般のお客様も対象となる、１００名様限定のサービス
メニューとなりますので、お早めにご利用ください。

さらに、コーレア読者を対象とした、特別割引もご用意いただき
ました。予約を入れる際に「フォーバルの情報誌「コーレア」を見
て連絡しました」と言っていただければ、全メニューを１０％ＯＦＦ
にしていただけるそうです。（上記のカット＋スパ（一種）のサー
ビスは対象外とさせていただきます。）

本当にスタッフ皆さんの雰囲気が、とても良いことが印象深かったです。内海社長と写真を撮らせていただく時も、皆さん気持ち
良く、一緒に写っていただけました。活気と言いますか、皆さんのパワーを感じました。

今回ご紹介いただいた、カット+スパ（１種）のサービスは、絶対にお得だと思います。私も、いつも家を任せっぱなしの妻に使っ

てもらおうと思っています。きっと喜んでもらえると思いますし、お小遣いＵＰにも繋がるかな？・・・なんて下心もあり・・・。男性
の皆さんに、お勧めの使い方かなと思われます（笑）。 （取材担当ブロードバンドアドバイザー 伊辺 光広）

フォーバル担当より

「月に一度の自分へのご褒美」に、「大事な方へのプレゼン
ト」に、最高の技術＆スタッフが、ヘアカットからボディー
ケアまでをトータルでプロデュースいたします。
（写真右:内海 取締役。写真左:フォーバル 吉山）



フォーバルの「よろず相談」サービスでは、私共の担当者が定期訪問時に、お客様（＝社長様）の経営
に関するお悩みをヒアリングさせていただき、これをフォーバルだけでなくグループ会社、パートナー企
業の協力を得ながら、解決方法をアドバイスさせていただくものです。

本コーナーでは、これまでお客様からいただいたご相談の中から、読者の皆様にも参考にしていただ
けそうな事例を紹介させていただきます。

ここ数年、社員数が増えてきたものの、人事関連規程が整備されておらず、残業代や賃金
支払い等について、不安を感じています。有益なアドバイスがあれば、よろしくお願いします。

就業規則・人事関連規程は、職
場の実情を踏まえた内容にしな
ければなりません。最近は、Ｗｅ
ｂサイトからひな型を無料でダウ
ンロードできるサービスもありま
すが、お勧めはできません。

ひな型をそのまま採用すると、自
社の実情に合っておらず、人件
費の増大を招くなど会社の経営
を圧迫することがあります。例え
ば割増賃金を労働基準法以上
に支払うことになったり、大企業
並みに休職期間を長く設定して
しまうというリスクがあります。

本当に有効な就業規則・人事
関連規程とは、自社の実情に
見合った細則がきちんと網羅さ
れています。また、しばしば改定
される労働基準法に適合させる
ため、一定の期間ごとにメンテ
ナンスされています。さらに、そ
こで働く社員が、内容を十分に
理解し、これを意識した行動に
移せているものです。社会保険
労務士等のプロに相談しながら、
きちんと整備しましょう。

ご質問テーマ：人事関連規程

人事関連規程の重要性 主な人事関連規程 自社にマッチした規程を

参考まで、主な人事関連規程
（就業規則含む）を紹介しておき
ます。

① 就業規則
② 賃金規程
③ 職務権限規程
④ 退職金規程
⑤ アルバイト・パートタイム

就業規則
⑥ 機密保持規程
⑦ 出張・旅費規程
⑧ 育児介護休業規程
⑨ 個人情報取扱規程
⑩ ３６協定・フレックスタイム

制・変形労働時間制等

人事関連規程を整備することは、
単に防衛的意味に止まるもので
はありません。例えば、「誕生日
に自分の１年間を振り返らせる
バースデー休暇」を導入したり、
「悪いことをしたらイエローカード、
良いことをしたらゴールドカード」
等、遊び心満載の攻めの規程を
導入することで、従業員のモチ
ベーションを上げ、業績を伸ばし
ている企業もあります。

会社を経営する上で、“人”の問
題は極めて重要性を増してきて
います。昔から“企業は人なり”、
と言われるとおり、社員がやりが
いを持って活き活きと仕事をし
ている企業は、業績の方も良い
傾向にあります。

しかし最近では、解雇や残業代
など、人事に関するトラブルに巻
き込まれる企業が増えています。
仮に、裁判沙汰となった場合、
過去の判例では、就業規則や
規程が未整備だったケースでは、
おおむね労働者が有利になるよ
うに決着しており、問題がこじれ
ればこじれるほど使用者（企業）
が不利になっています。

こうした背景もあり、就業規則
や人事関連規程の整備を検討
している企業が増えています。こ
うした取り組みによって得られる
最大の効果は、「職場内のトラ
ブルを防げるようになること」で
す。ルールを明確にすることで、
お互いに無用なトラブルに巻き
込まれなくてすみます。



25
味の素、発売(1907)

24
小説家・谷
崎潤一郎
誕生日(1886)

23
ふみの日
－7月が文月
で、23日が「ふ
み」と読め
ることから(1979)

22
著作権制度の
日

－日本の著作
権制度が創
設(1899)

21
ニール・
アームスト
ロング船長、
月に立つ(1969)

20
海の日－明治
天皇が東北
巡幸から、汽
船によって
横浜港に帰
港したこと
に由来

19
女性大臣の日
－中山マサ
が厚生大臣
として入閣、
日本初の女性
大臣に(1960)

４

米国独立記
念日

－米国、英国
からの自由と
独立を宣言(1776)

３

引田天功(初
代)誕生日 (1934)

２

うどんの日

香川県生麺
事業協同組
合(1980)

１

明石家さん
ま誕生日(1955)

ソニーが
ウォークマ
ン発売(1979)

302928

1
31
ハリーポッ
ター誕生日(1979)

30
プロレス記
念日
－日本プロ
レスリング
協会結成(1953)

29
アマチュア
無線の日

－日本アマ
チュア無線
連盟(1973)

28
上野駅開業
(1883)

27
ロッキード
事件
－田中角栄
逮捕(1976)

26
ポツダム宣
言発表

－日本無条
件降伏 (1945)

11
真珠記念日

－三重県の御
木本夫妻真
珠の養殖に成
功（1893）

10
ウルトラマ
ン、放送開始(1966)

9
後楽園遊園
地オープン

－ジェット
コースター
が初めて日
本に登場(1955)

8
ナンパの日

－マガジン
ハウス発行の雑
誌『ポパ
イ』で提唱(1991)

7
七夕

－聖武天皇
が七夕の詩を
作らせる(七
夕の初め)(734)

6
田中角栄が
史上最年
少・54歳で総
理大臣に就
任(1972)

5
ビキニスタ
イルの日
－ビキニ初
登場。ビキ
ニ諸島での核
実験が由来(1946)

18
東京都杉並
区で全国初の
光化学ス
モッグ公害
(1970)

16
世界初の核実
験－米国
ニューメキ
シコにて行
われる(1938)

17
「江戸」が
「東京」に
改称(1868)
－明治天皇の
詔勅

15
ファミコンの
日

－任天堂が
ファミリー
コンピュー
タを発売(1983)

14
横浜ランド
マークタ
ワー完成
70階建
296m
(1993)

13
第1回サッ
カー・ワー
ルド・カッ
プ(1930)

12
女優・中村
玉緒
誕生日(1939)

本コーナーでは、「今日は何の日？」を紹介します。
ビジネスの話題作りに、朝礼のネタに、暇つぶしに、
どうぞお好きに活用して下さい。
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今回の「お客様自慢！！」では、過去3年

間以上、業績を伸ばしていらっしゃる成長
企業にご登場いただきました。
キーワードはズバリ、「独自性」「社員力」
「こだわり」の３つだと感じています。皆さ
んの会社では、いかがでしょうか？もし、
「伸び悩んでいる」「上手くいっていない」と
いう場合は、この３点について、もう１度振
り返ってみてはいかがでしょうか？
また、新コーナーとして「よろず相談」、
「what day is it today」を追加しました。是

非、こちらもご覧下さい。

サラスヴィー
奈奈

前世体験をきっかけに占いの世界
へ。西洋占星術、タロット、気学、易
など幅広い占術を持つ。
鑑定場所：キャナルシティー博多地
下1階ウルトラマンワールド横
営業日：火･木･土･第3・4金曜日

(11:00～20:00)
料金：1件1,000円、総合3,000円
お問い合わせ：
（有）ゼナ092-481-3556

似顔絵師
小柳 誠治

昭和41年生まれ
元クリエイター、現国際派アーティスト。
40歳の誕生日に似顔絵師になりアメリ
カ・ニューヨークのストリートに立つ。そ
の後フランス・パリにて似顔絵修行を積
む。全米似顔絵大会に出場。美しい色
彩、ファンタスティックな画風が特徴。
ペン入れをして色鉛筆で仕上げる。
キャナルシティ博多で活躍中！

以前から欲しかった物が安く手に入っ
たり、欲しかった情報がタイミングよく
舞い込んでき、ラッキーなことが多いで
しょう。ショッピング、レジャーに特に
幸運が多いので、セールのチラシやイベ
ント情報をチェックして。
仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★★☆

やるべきか迷っていることは、実行に
移さないほうが良いでしょう。今はま
だ時期ではありません。とりあえずは
今のまま流れに身をゆだねましょう。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

ダイエットや禁煙にチャレンジする
と上手くいきやすいとき。金運は
今月から、定期貯金を始めると長く
続けられるでしょう。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

仕事も人間関係も、穏やかに安定し
ていますが、それだけに気が緩みが
ち。怠慢と思われないように気をつ
けましょう。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

恋人や配偶者がいる人は、相手と
の絆が深まる出来事があります。
フリーの人はお見合いやパーティー
に参加すると◎。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

期待以上に仕事がうまくいきます。
リーダー役をまかされたり、
新規ビジネスをスタートさせたり、
仕事面で充実した月。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

消極的になり、迷いがちになりますが、
思い切って実行しても大丈夫。
月の始めよりも後半に決めたことの方が
良い結果になります。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

勘が冴える日と鈍る日が両極端。
紫色の小物を持つと、
コンディションの浮き沈みが
少なくなります。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

占いの手順
１．生年月日から今月の

エンジェルナンバーを計算。
２．計算したAngel Numberが

今月の運勢です。

今月のAngel Numberは「９」

計算方法
生まれた月と日にちの数字をバラバラにして、足します。
1974年2月14日生まれの人の場合 2+1+4=7・・・・・①

①で出た数字に7月の数「9」を足します。 7+9=16

※ 二桁になった場合は数字を更にバラバラにして足します。1+6=7

1974年2月14日生まれの人の今月のエンジェル・ナンバーは7です。
（エンジェル・ナンバーは毎月変わります。）

紛失に気をつけて。特に大切なものは
手元に置いて、失くしたときの対策を
考えておきましょう。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

フォーバル
担 当

コーレアの花には「お互いをよく知る」と
いう花言葉があります。
本誌：Coreea（コーレア）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。
首都圏の各企業様に弊社の担当者が直
接配布させていただいており、毎月
1500部を発行しております。


