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今まで仕事をしてきて、私は、正直経営
者には向かないと思いました。もっと売
上を上げたいと考えるのであれば、出版
するものは他にもあると思います。しか
し、出版業界で働くと決めた時から、世
の中の役に立つような、少しでも社会に
貢献できる本を出版したいという強い思
いがありました。

そのような思いもあり、今後も学術書に
特化した出版社であろうと考えています。

石井社長が、この分野に興味を持たれ
たきっかけをお聞きしましたので、紹介
させていただきます。

昭和26(1951)年頃(当時、社長が小学
生の頃のお話です)、坂本龍馬を題材に
した漫画にこんな一節がありました。

友人A「龍馬、僕は、剣術が強くなりた
い」

坂本龍馬「剣術は時代遅れだよ。今はこ
れだよ」と言い、ペストル(ピストル)を見
せる。

次の日に、友人がピストルを持って来た
時に、龍馬は、万国公法(現：国際法)を
見せました。

この最後の万国公法を見せた竜馬の価
値観に感銘を受け、今もこの業界に携
わっていらっしゃるそうです。

〒113-0033 東京都文京区本郷3-32-5 本郷ハイツ404
TEL 03-5684-5803 ／ FAX 03-5684-2610

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０２０ － ２１世紀の法、政治、社会、文化を考える 国際書院

国際書院様は、創業当初より、国際法・国際政治を中心とし
た社会科学書に特化した書籍を出版されている出版社です。
「世の中で売れる本は、つまらない本が多い」という思いか
ら、あえて学術書という敷居の高い本を出版されています。
そんな変り種の国際書院様も、今年の8月2日を持ちまして、
創業22年目に突入されました。

「核拡散問題とアジア」

核抑止論を超えて

編者 吉村慎太郎・飯塚央子

日本、韓国、北朝鮮、中国、インド、パキ
スタン、イラン、イスラエル、ロシアなど
複雑な事情を抱えたアジ
アの核拡散状況を見据え、
世界規模での核廃絶に向
けての取り組みを続け、
取り組もうとする方々へ贈
る基本書。

(2009.7)
定価 (本体2,800円+税)

この著書の魅力は、北朝鮮やパキスタ
ンに代表される核保有国の学者が執筆
しているところにあります。

続きは、「国際書院 核拡散問題とアジ
ア」で検索してください。

お薦めの一冊石井社長から一言業績好調の要因

石井社長のところには、よく、大学生や
大学院生が会いに来るそうです。１０年
ほど前から、「国際書院から本を出版す
れば就職できます」、「日本中に社長の
ファンがいますよ」という嬉しい話をいた
だいているそうです。また、国際書院様
から出版された著者の方が、他社から執
筆の依頼を受ける事も多いそうです。

このように、「国際書院」というブランドの
構築ができてきていることが、業績好調
につながる要因なのではないかと感じま
した。

また、ここ数年は、「貧富の格差」「地球
温暖化」「核戦争の恐怖」に代表されるよ
うに、経済・社会環境が大きな変化を迎
えています。このような背景の中、これま
であまりこうしたことに興味の無かった方
たちが、世界の異変に気付き、「なぜ？」
という疑問から専門書を手に取り、読み
始めたことも要因の一つなのではないか
と思います。

少し大げさかも知れませんが、国際書院
様が提供されている法律、政治、経済、
社会、文化を考えるための書籍を「時代
が求めている」のではないかと感じました。

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、
TEL03-5684-5803まで、直接ご連絡お願いします。

http://www.kokusai-shoin.co.jp/

国際書院

フォーバル担当より

若き日のエピソード

石井社長には、いつもいろいろ教わるこ
とが多いので、コピー機のメンテナンス
に伺うことが楽しみです。この場をお借
りして、お礼申し上げます。

石井社長は、普段は難しい専門書を記
述されていますが、なぜか作詞も手がけ
ていらっしゃいます。すでにCDも出され

て、作詞家デビューを果たすと言う偉業
をなさっている事も驚きです。

(担当テクニカルアドバイザー)



〒150-0033 東京都渋谷区代官山町1-1 GRAVADAIKANYAMA2F
TEL 03-5428-5574 ／ FAX 03-5428-5659 

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０２１ － トイカメラの企画・販売 パワーショベル

http://www.powershovel.co.jp/

パワーショベル様の理念は、「今日のように明日も愉快で
あったらいい、私もあなたも、」です。 「これがあったら便
利」「効率的」という考えとは、全く逆の発想で、遊びの要
素をとても大事にされています。

(写真右：大森社長、写真左：フォーバル 戸塚)

好業績の要因

大森社長から一言

大森社長の信念

パワーショベル

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、
TEL03-5428-5574まで、直接ご連絡お願いします。

年間の細かな計画や月次売上等は、意外にも、あまりきっちりと管理をされていないそうです。

理由は、取り扱う商材が、バラバラと言うこともあり、予想外の商品ができあがったり、突然の対応が入ったりするケースが非
常に多いため。社員が、計画や進捗に追われて仕事をすると、かえって一件一件の仕事の質が落ちるケースが多かったため、
あえて無計画で進めているということです。(笑)

もう一つは、ほとんどのスタッフが、業界未経験者であるということです。パワーショベル様の場合、「未経験」を良い意味で捉
えていらっしゃいました。「未経験」であるが故、突然ビックリするような新しい発想が出てきたり、業界独特の先入観にとらわ
れることなく活動してくれるところを、ある意味強みとされているのです。失敗も結構あるそうですが、「同じ失敗を繰り返さなけ
れば良いだけ」と、そこは大きな問題では無いと考えているようです。そんな大森社長の姿勢が、社員の皆さんが個性を発揮
しながら仕事ができる、場作りにつながっているのかもしれません。

私が一番怖いのは、社員に日々同じ様な作業をさせることです。会社・仕事に緊張感や新鮮味を感じ無くなってしまうことが、
会社衰退に繋がるのではないかと考えています。その解消策というわけではありませんが、我が社では、いろいろな種類の業
務をさせるように心掛けております。

核となる業務は、「トイカメラ」「CD」「音楽」ですが、「グラビア雑誌の制作」や「イベント企画」等で、普段の業務とは全く関係無

いような業務も行っております。私自身も、時には撮影現場でグラビアアイドルと一緒にポーズをいろいろ考え、それを社員と
撮影・編集・構成したり、イベント関連の業務では、外に出てステージを作ったりと、現場スタッフと一緒に汗を流し、マンネリを
打破することに努めております。と言いつつ、私自身が、ずっと同じ事をしていると飽きてしまう性格なので、私も含め社員のマ
ンネリ打破が、一番の目的なのかもしれません。

パワーショベル様の場合、消費者向けのマーケティング調査は、あえて実施していないそうです。

こうした調査に答えていただいている方のほとんどが、「こういうモノがあれば便利」「あったらいいな」等、どこかにある商品を
イメージして答えているケースが多いと捉えているのです。そのため、こうした調査結果に基づいて商品開発をしても、ニ番煎
じとなってしまったり、初めて見る新鮮さや感動が生まれにくいと考えています。また、便利グッズや 新機器の開発は、大手
企業がドンドンしていますので、こうしたところは、「大きい会社に任せてしまえば良い！」という考え方も持っているそうです。

その分、パワーショベル様では、「遊び心」のある商品作りに着目されています。今までに見たことも無いような面白い商品や、
一見必要も無さそうなモノが、実は心を落ち着かせてくれるような商品開発に取り組まれているのです。「便利」「快適」ばかり
求めがちな現代社会とは、ある意味逆の発想ですね。誰もが、心のどこかに遊び心を持っていますので、それを揺さぶること
ができる商品開発を心掛けていきたいそうです。



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、

情報をご紹介しております！

株式会社国際書院 http://www.kokusai-shoin.co.jp/

〒113-0033 東京都文京区本郷3-32-5 本郷ハイツ404
TEL 03-5684-5803 担当：代表取締役 石井 彰 様

私の詩 買いませんか？
代表作 「私は星」(平岩佐和子・作
曲・歌)現在、dwango.jpで配信中

明 鳥

作詞：石井 彰

ひとり逸(はぐ)れて 流離(さすら)えば
空ゆく雲も 切ないぜ
故郷(くに)を追われて はや九年
旅の合羽に 霜がおり
いつか長脇差(ながどす) 抱寝(だきね)の暮らし

三度笠でも 男でも
渡世知らずの 俺だから
明日(あした)見えない 旅なれど
街道筋に 灯が点りゃ
人の情けが この身を責める

浅紫の 谷間(たにあい)の
沢の瀬音に 雪が降り
ふた声三声 鳥(とり)鳴けば
意地を刻んだ この胸に
じんと染みるぜ 夜明けの風が

売りたい

国際書院

株式会社新評論 http://www.shinhyoron.co.jp/

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-16-28
TEL 03-3202-7391 sales@shinhyoron.co.jp

アパマン経営、なぜ失敗するのか？
間違いだらけの投資判断を一刀両断
鹿谷哲也 著

アパマン経営を成功に導くために も大切なことは、初
期の投資判断を間違えないことです。ところが実に多く
の方が、成功への王道とは全く逆のことをやっています。

少子高齢化を迎えるこれからの時代、ますます厳しい経
営が予測されます。悪化する資金繰りの改善ノウハウも
余すことなく全てオープンして、建物に係る消費税の還
付請求から、複式簿記の具体的なやり方や失敗しない
ための対策についてのポイントについて、考えられる限
りの方法を大公開します。

家賃収入を将来の年金のタシにしたいと考えているサラ
リーマンや、土地をできるだけ減らし
たくないと考えている大地主さんをは
じめ、全くの初心者でもすぐに役立つ
ノウハウが満載されている好著。

(A5判／254頁／2100円(税込)
／新評論)

★お近くの書店でお求め下さい！

売りたい

新評論

株式会社ＳＵＮシステムズ http://sun-sys.jp/

〒171-0033 東京都豊島区高田3-15-7 第一大島ビル203
TEL 03-5391-3551 担当：代表取締役 内田様

日々の業務をもっと楽に、
もっと便利にしませんか？

「委託している業者に全てお任せ状態。不満があっても
何も言えない」、「自社に適したシステムなのか、見積
額が妥当か判断ができない」等、システムについて疑
問・不満に感じていらっしゃることはございませんか？

我々は、中小・零細企業におけるシステム関連の総合
相談窓口として、こんなお手伝いをさせていただきます。

①困った事は何でも相談してください！(相談無料)
システム全般・ハードの入替＆購入・ホームページ＆
ドメインの新規取得など

②現在のシステム業者は継続しつつのサポート
業者にお任せ状態にならないように、プロの目で
チェック＆幅広いチャンネルでサポートいたします

③サポート契約後の形態は臨機応変
システム部門要員として常駐、定期
訪問＆スポット訪問、メール＆電話
にてサポートいたします

売りたい

SUNシステムズ





お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０２２ － 環八沿い用賀インターから北上３分 ！！ －

城南モーターサービス株式会社

http://www.johnan-ms.co.jp/

世田谷区環八沿い用賀インターから北上すぐの整備工場です。
自動車整備一筋！車検／車修理／板金塗装／定期点検整備等、
お車のことならなんでもご相談ください。
(写真右から：宮内社長、工場長 高橋様、フォーバル 渡邊)

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、
TEL03-3417-3221まで、直接ご連絡お願いします。

会社説明

城南モーターサービス

いつも笑顔が太陽のような宮内社長に、「一言頂きたいで
す！」とお願いしたところ、「いやいや～そんな事ないよ」と、
照れながらお話していただきました。

「僕がいつも社員に言うことは、『どうして？』と『何がした
い？』です。とにかく僕は、マニュアル人間にならず、『常に
考えて動く人』が大切だと思うからです。忙しいと、忘れが
ちですが、『何のために働くのか？』と、先を見て考えて欲
しいのです。でなければ、僕らのような仕事は、ただ古い物
から新しい物に部品を変える『交換屋』になってしまう。

お客さんが整備工場に来る時は、車検か予期しないアクシ
デントの時、つまりお客様が困っている時。だからお客さん
のために“『できません』は言うな”と、社員に言ってます。
無理を言う時も多いですが、うちには頑張ってくれる社員が
います。」

このように、宮内社長は噛み締めるように話されてました。
確かに城南モーターサービス様には、いつも修理依頼の車
が、沢山絶えることがありません。

「社員共々、モチベーションを高く持ち、仕事に取り組みた
いです」と宮内社長。やはり、素晴らしい笑顔で 締めくくっ
て 頂きました。

城南モーターサービス様は、エコへの取り組みや地域学生
のインターンシップ制度など、様々な取り組みをされおり、
地域に根付いた会社様です。

また、車でお困り事がありましたら、メカニックのスタッフが
親身に相談に乗っていただけます。

整備は、なにか１つでもミスがあると命に関わる仕事です。
ですから、城南モーターサービス様では技術力向上のため
の取り組みを、欠かすことなく行っています。

これからも、本業に専念していただけるような環境をご提供
するべく、サポート課・大川と共に支援させていただきます。

( 担当ソリューションアドバイザー 渡邊 真吾 )

城南モーターサービス様は、小型～大型車全てに一括で対
応している車検・整備工場です。創業42年の歴史を持って
おり、取材でお伺いした時も、パトカーや 伊藤園 の営業車

などが、修理で停まっていました。

特にトラックや大型車両(トレーラー・クレーン・高所作業車・
清掃車)の年次点検・整備や点検整備で信頼と実績を築い

てこられたそうです。整備工場には、大型リフトが備えられ
ており、 新設備の検査ラインであらゆる車種に対応できる
ようになっています。また「車社会」と「環境問題」密接である
考えから、「人と車、地球、」にやさしい 「 環境汚染防止整
備 」 に早くから着手されています。こうしたこだわりから、
環境経営システムである エコアクション21 取得 。 山梨県

に桧を植林されたり、社用車もエコカーのプリウスを導入さ
れたそうです。 有言実行の会社様です。

11月から中古車の買取・販売事業をスタートします！

以前からお客様から要望頂いてましたが、ついに始め
ます

たかが車ですが、されど車。お客様が、思い入れを持っ
て大切に乗っている車、ぜひ、ご相談ください。

「コーレアを見た！」と言って、車検にこられた方は
オイル交換をサービスします。

営業日 月曜～土曜日、
お休み 日曜・祭日

宮内社長から一言

お知らせします

担当 営業から一言

〒157-0073 東京都世田谷区砧1-18-28
TEL 03-3417-3221 ／FAX 03-3417-3224 



お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０２３ － 専任カウンセラーの親身なカウンセリングに
定評のある結婚相談所 マリッジ六本木

〒106-0032 東京都港区六本木7-17-14-202 (株式会社プロダクトマーケティング内)
TEL(代) 03-3478-7405 ／FAX 03-3478-7406 

カウンセリングとトータルサポートにより、会員様との信頼
関係を大切にし、真剣に結婚相手をお探しの方に、最良の
パートナーとの出会いをお手伝いされています。インター
ネット検索による迅速さと、コンピュータではできない専任
カウンセラーのカウンセリング・フォローなどで、会員様の
結婚活動を親身にきめ細やかにサポートできる点が強みです。
(写真：代表カウンセラー 丹羽 多恵子 )

他社との違い・強み

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、
TEL(代)03-3478-7405まで、直接ご連絡お願いします。

http://www.marriageroppongi.com/

マリッジ六本木

一般的な結婚相談所の場合、次から次へと相手が紹介されるイメージがあると思います。しかし、自身
の結婚観が見えていない状態で紹介しても、上手くいかないケースが少なくありません。そのため、マリッ
ジ六本木様では、 初に行うカウンセリングに力を入れています。それは、人によって、性格や趣味、仕
事、パートナーに求める結婚観等が異なるからです。それを把握するとともに、同社の紹介スタイルを
知っていただくことで、少しでも早く、良い出会いをしていただくこと、 終的には、 良の結婚をしていただくためです。

カウンセリングの中で、「なぜ今まで結婚が出来なかったか？」をヒアリングしていくと、一人一人全く違う理由が見えてくるそう
です。カウンセラーは、結婚の妨げになっている部分をハッキリと指摘し、改善していただく努力を一緒にサポートしてくれます。
時には、自分の性格を否定されるようなケースもありますので、中には休んだり、他の相談所に行ってしまう方もいらっしゃい
ますが、しばらくすると、ほとんどの方が戻って来られるそうです。

戻って来られるのは、自分の性格や考えを強調するのはやめて、本気で「結婚したい」という強い決意が固まった方、他の相
談所に行ったものの、結局は上手くいかず紹介料ばかりがかかり、「やはり自分の問題点を変えなければ駄目」と気付いた方
が多いため、その後は、トントン拍子で進むそうです。

社長から一言

近、多く見られるのは、結婚願望はあるものの、自ら相手を求めて動かないという方や、仕事が忙しいのを理由に相手を探
せずにいるという方。また、一定以上の年齢の方に多いのが、臆病になり、せっかくの出会いを活かすことができないという方
や、半ば諦めが入り、お洒落感を失ってしまっている方。やはり、軽い緊張感が無くては、ホルモンの分泌も減少してしまいま
すので、ますます悪循環になります。恋している人は、キラキラ輝いていますよね。あの煌きが 高の状態です。(笑)

「良い出会いがあれば、良い結婚があって、良い家庭を築くことができます」

私達は、一番 初の「良い出会い」を、全力でお手伝いさせていただいております。

ちょっと昔は、近所の世話好きの方が、 「一度会ってみたら」とお見合い写真を持って来る光景が見られたと思います。 近は、

インターネットが急速に発展し、仕事もＩＴ化され、携帯電話は一人で２台持っているような情報化社会となった一方、「隣に住ん
でいる人すらわからない」「異性とコミュニケーションがうまく取れない」「出会いの場が減ってきた」と、どこか寂しい世の中に
なってきています。私の理想は、ちょっと昔の「世話好きなご近所さん」。会員の皆様に、心の込もったお節介をしていきたいと
思います。そして何と言っても、出会っていただいたお二人が幸せになっていただくことが、自分の事のように嬉しいですね。

読者向けサービス

「安心・安全」もマリッジ六本木様を利用される方にとって、大きなメリットの１つです。会員登録の際には、【戸籍謄本】【住民
票】【学歴証明書】等の身分証明書を提出していただておりますので、会員同士のトラブルは一度もないそうです。また、これま
でに途中退会された方がいらっしゃらないことも自慢できるポイントです。

今回、コーレア掲載記念として、「フォーバルユーザーは、入会金無料」の特典をご用意いただきました。
もし、ご結婚でお悩みでしたら、是非一度、マリッジ六本木様にご連絡ください。



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

であなたの遺伝子に合わせた無理のない健康管理を遺伝子検査

■ 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)

◎◎残り８残り８名様名様 限定限定

※※月々３万円からの法人様向け総合コンサルティングプラン月々３万円からの法人様向け総合コンサルティングプラン
が、この春のリリース以降大変好評を頂いております。が、この春のリリース以降大変好評を頂いております。

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

●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



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なりそうな
事例を紹介させていただきます。

最近、個人情報の取り扱いに関して、取引先や顧客から求められるケースが増えています。
実際にどのようなことを行えば良いでしょうか？教えてください。

こうしたセキュリティ対策を徹底
しても、リスクを１００％完全に
防ぐことはできません。

リスクの発生を防ぐことも重要
ですが、リスクが発生した場合
も想定して、被害が最小になる
よう、損害賠償保険への加入や
対応マニュアルの作成など、準
備をしておくことも大切です。

また、セキュリティ認証を取得す
る企業が増えています。第三者
の審査機関による公正な審査
を経ての取得となりますので、取
引先やお客様に対して「セキュリ
ティ意識の高い企業である」こと
をアピールできるからです。

あわせて、認証取得を進める過
程で、社内にセキュリティ体制を
構築する効果も期待できます。

特に取得が進んでいるセキュリ
ティ認証として、「ＩＳＯ２７００１
(旧名：ＩＳＭＳ)」、「プライバシー

マーク」、「オフィスセキュリティ
マーク」等があります。

ご質問テーマ：情報セキュリティ

背景 セキュリティ対策のポイント リスクへの対応、認証制度

パソコンやインターネットの普及
により、顧客データをはじめとす
る情報の取り扱いが容易になり、
社内の情報量が急激に増えて
います。一方、２００５年には、

「個人情報保護法」が施行され、
企業が情報流出した場合のリス
クは増大しています。

また、自社のセキュリティ対策が
一巡した大手企業では、取引先
にもセキュリティ対策を求める動
きがあり、状況によっては取引
が見直されているケースも見ら
れます。

万一、顧客情報などが流出した
場合、企業は経営責任だけでは
なく、多大な損害、社会的信用
の失墜というダメージを受けるこ
とになります。こうしたリスクを回
避するため、また、社会的責任
という観点からも、セキュリティ
ポリシーを策定し、指針を示すな
ど、情報流出を未然に防ぐ対策
と、情報流出が起きた場合の対
策をあらかじめ検討しておくこと
が必要になっています。

●セキュリティポリシーの策定
組織内の情報セキュリティを確
保するための手順や対応策など
包括的な指針をまとめます。

●内部の対策
情報流出の多くが、内部からの
もの。業務上必要最低限の者
にのみアクセス権限を与えます。

●外部の対策
外部からの不正アクセス対策。
ファイアーウォールやウイルス対
策ソストなどを導入します。

●情報の管理
管理方法の徹底や、必要性の
ない書類やデータは、適時に廃
棄する仕組みが必要です。

●パソコンなどのセキュリティ
パソコンなどの紛失・盗難に備
え、物理的な鍵、パスワード等に
よる対策が必要です。



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。

ペニシリン、発見
(1928年)

30 日

（水）

作家アガサ・クリスティー誕生日
(1890年)

15 日

（火）

クリーニングの日
(1982年)

29 日

（火）

アニメ「銀河鉄道999」放映開始

(1979年)
14 日

（月）

パソコン記念日(1979年)
NECがPC-8000シリーズを発売、

パソコンブームの火付け役となりました

28 日

（月）

任店堂スーパーマリオブラザーズ発売
(1985年)

13 日

（日）

日本で 初の地下鉄

(銀座線)起工式(1925年)
27 日

（日）

散歩中の4人の少年、ラスコーの洞窟画を発見
(1940年)

12 日

（土）

ワープロの日(1978年)
東芝が世界初の日本語ワープロを発売
値段は630万円

26 日

（土）

公衆電話記念日

(1900年－上野駅と新橋駅に設置)
11 日

（金）

魯迅(文学者)誕生日
(1881年)

25 日

（金）

カラーテレビ放送記念日
(1960年)

10 日

（木）

世界初、イギリス人登山家が
チョモランマ登頂に成功
(1975年)

24 日

（木）

チョロQの日

玩具メーカーのタカラが
自社商品「チョロQ」のPRのために制定

9 日

（水）

ベルリン天文台のガレ

海王星発見(1846年)
23 日

（水）

東京五輪の聖火リレーはじまる
(1964年)

8 日

（火）

夫婦の日(1987年)
毎日新聞が提唱し、制定

22 日

（火）

長渕剛誕生日 (1956年)7 日

（月）

マンガ『こちら葛飾区亀有公園前派出所』
スタート(1976年)

21 日

（月）

クロスワードの日

(1992年に制定
「ク(9)ロ(6)スワード」の語呂合せ)

6 日

（日）

バスの日

(日本バス協会－1903年)
20 日

（日）

国民栄誉賞の日

(第1号は、ホームラン数の世界 高記録を
作った王 貞治 氏)

5 日

（土）

苗字の日(1870年全ての国民が姓を名乗ること
を義務づける布告がなされた。 )

19 日

（土）
日本航空が完全民営化
(1987年)

4 日

（金）

かいわれ大根の日

(日本かいわれ協会－1986年)
18 日

（金）

ドラえもん誕生日

( 2112年)誕生日予定

3 日

（木）

モノレール開業記念日(1964年)
浜松町～羽田空港間開通

17 日

（木）

宝くじの日
ちなみに、平成19年度中の
時効当選金は、233億円となりました

2 日

（水）

国際オゾン層保護デー

(1995年の国連総会で決議)
16 日

（水）
コカ・コーラの日本初登場の日1 日

（火）



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

幸運を呼ぶアロマテラピー
胃腸が弱ったときはアンジェリカの香り
がお勧め。

ネガティブな気持ちに襲われたら、奉仕に
心を傾けましょう。一生懸命に仕事に専念
することで、あなたの進むべき道が見えて
きます。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

今のあなたはとても敏感でネガティブな言
葉の影響を受けやすくなっています。ネガ
ティブな言葉を聞いた後は、その言葉を否
定する肯定的な言葉を発してください。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

全てが正しい方向へ向かっていると信じ
てください。天はあなたを正しい方向へ導
いています。今の状況の裏に隠された天
の導きをあなたは後に知ることになるで
しょう。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

喧騒を離れて静寂な時間を持つように心
がけましょう。心や勘が冴え、インスピレー
ションを得ることでしょう。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

あなたが共に魂を大きく成長させることが
できるソウルメイトとの出会いが期待でき
ます。心をオープンにして、あなたの魅力
で人を引き付けて下さい。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

新しいスタートを喜びを持って迎えること
ができるでしょう。神秘的、霊的、運命的
な月。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

あなたは既にこれまでの困難を克服し始
めています。 悪のときは終わりました。
過去の経験から大きく成長できるように、
試練を学びに変える視点を持ちましょう。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

子供のような好奇心を持つことが大切で
す。興味を持ったことは積極的にやってみ
ましょう。あなたの魂が輝きます。

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「2」

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「2」を足します。 7+2=9

※ 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。
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9です。

(エンジェル・ナンバーは毎月変わります。)

考え過ぎではありませんか？たまには考
えるのをやめ、休息を取りましょう。栄養あ
る食事と充分な睡眠をとれば、次第に元
気が戻ってきてやる気、アイディアが沸い
てきます。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★★☆

昭和４８年生まれ
九州造形短期大学卒業
１年間の研修を終え、２００３年よりキャ
ナルシティ博多で似顔絵師として活躍。
ウェルカムボードや贈り物としての似顔
絵は、益々好評で 近はファンも増え、
行列も見られる。元気で明るい人柄も好
評！

似顔絵師

永野 真希子

７月号の特集でご紹介させていただいた
「成長企業特集」が好評だったため、今
月号も同じ特集とさせていただきました。
世の中では、「１００年に１度の不景気」
と叫ばれていますが、本当でしょうか？
我々のお客様の中には、今回ご紹介さ
せていただいた以外にも、まだまだ独自
の強みを経営に活かしていらっしゃる、
興味深い企業・社長がたくさんいらっしゃ
います。これからもさまざまな切り口で、
私たちの大事なお客様をご紹介させて
いただきますので、ご期待下さい。

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
1,500部を発行しております。

フォーバル
担 当発行：株式会社フォーバル 首都圏第二支社

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-17-5 シオノギ渋谷ビル11F
http://www.forval.co.jp
お問合せ Tel:0120-81-4086 Fax:0120-81-4087




