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株式会社大洋の専務山口強志様にお話をお伺いしました。

当社は、中洲大洋映画劇場の関連会社の映像制作会社です。
オリジナル映像制作の一環で、以前より環境ビデオを作製し
ておりました。２００７年夏にカンタンナノの「源」である
ナノソイ・コロイドの話を取材で伺う機会がありました。

始めは、大豆の脂肪酸と水だけで洗浄・抗菌・消臭の作用が
一挙に出来るようになるなんて信じられませんでした。
映像を編集している間にナノソイ・コロイドを試してみたく
なり、何年間もそのままにしていたアルミ製のドアに
シューと吹き付けてみたのです。
すると、ミストが下にたれていくのと同時に、黄ばんでいた
汚れが本来の銀色に瞬時に変化していきました。
正直、驚きました。
それが、ナノソイ・コロイドとの出会いでした。
当社が企画したカンタンナノシリーズを紹介します。

株式会社 大洋
〒810－0801
福岡市博多区中洲４－６－１０大洋ビル５F
電話：０９２－２９１－５３２１ FAX：０９２－２９１－５４８４

カンタンナノシリーズは、
映画館福岡中洲大洋１Fキネマ・カフェでも販売を致しております。
土曜、日曜も開いていますのでお気軽にお立ち寄り下さい。

専務取締役 山口強志

ハンドクリーンミスト ハンドクリーンバブル
携帯用 50ml／630円（税込）
詰め替え用 40ml／420円（税込）

携帯用 500ml／1575円（税込）
詰め替え用 400ml／1050円（税込）

ケイタイ洗浄カンタンナノ ペット消臭カンタンナノ
100ml／525円（税込）
50ml／420円（税込）

500ml／1050円（税込）
100ml／525円（税込）

使い方は、本当にカンタン。
手や洋服などなんにでも、シュッとスプ
レーするだけ。
ノンアルコールなので、何回手につけて
も手あれの心配がありません。
大豆脂肪酸をナノテクノロジーとバイオ
テクノロジーで活性化不飽和脂肪酸にし
ているので安全です。ナノ技術は、汚れ
を破壊して微生物が分解できる大きさに
するので環境にもとても良いものです。

洗浄 除菌 消臭 『大豆』のチカラ

1月よりカンタンナノシリーズのネットショッピングサイト
がオープン。大洋ブログも日々更新中です。

http://e-taiyo.com



私は２９歳で司法書士として開業しました。早いもの
で３０年になります。現在、事務所のスタッフは司法
書士３名と補助者１名です。司法書士の業務は、家を
建てる際、抵当権を設定する際の不動産登記、相続・
遺言問題、会社の設立や役員を変更する際の商業登記、
債務整理、成年後見、日常生活におけるトラブルにつ
いての相談や裁判手続き等です。

司法書士は、あなたの身近な法律家です。
困ったことがあったら気軽に相談できる相手でもあり
ます。現在、司法書士は簡易裁判所（１４０万円以
下）の訴訟代理や和解交渉代理の業務も行なえます。
登記手続きは勿論ですが、貸金や当然返ってくるはず
の敷金が返ってこないとき、消費者金融の債務整理を
したいとき等お気軽にご相談下さい。

私自身は、福岡県司法書士会で生活保護支援対策
部に属しています。生活苦で自殺する人の数は
年々増えています。生活保護受給者は受給資格を
持つ人々の１６％に満たない現状です。日本型の
終身雇用制から非正規労働への転換が進められ、
厳しい格差社会となった現在、生活再建のために
生活保護制度をもっと充実させることが必要です。
しかし、保護が必要な方が福祉事務所の窓口で相
手にされないという現実もまだまだあります。

私達司法書士が福祉事務所に同行し、生活保護を
受給するための手続き支援を行なっていることは,
まだまだ知られていません。

きちんと必要な社会的支援を受けられるよう、生
活保護受給の基準（仕事に就いていても基準以下
の低収入の場合は受給できる）等を知らせ、借金
の整理などの相談にのり、生活に困っている方の
支援を行なうよう取り組んでいます。
「生活保護を受ける人は落ちこぼれだ」という誤
解もあります。社会全体が活性化し安定するため
には、この制度は必要です。生活再建のために胸
を張ってこの制度を利用すべきです。

法律は、人権を擁護する道具です。人間の権利を
守る道具を上手に活用し、豊かな人生にしていき
ましょう。法的に困ったことがあったらいつでも
ご相談下さい。

法の専門家にお任せください。

生活支援活動

司法書士武田合同事務所の皆様司法書士武田合同事務所の皆様

司法書士武田哲幸

司法書士 武田哲幸先生にお話をお伺いいたしました。

司法書士武田合同事務所 〒810-0073

住所：福岡市中央区舞鶴3丁目２－５ アイビル３F
電話：０９２－７２１－６７３２ FAX：０９２－７２１－６７０９

〒810-0073

住所：福岡市中央区舞鶴3丁目２－５ アイビル３F
電話：０９２－７２１－６７３２ FAX：０９２－７２１－６７０９



2010年、明けた！と思ってたら、
はやくも『バレンタインデー』が、、、
女性がチョコレートを探し求めて
街中が賑わっていますね。。。笑

チョコレートも大切ですが、
当の本人もきれいにラッピングして
プレゼントできれば効果覿面ではないですか？笑

冬の木枯らしに吹かれ、、、暖房で乾燥しきった
お肌は、顔だけではありません！
手、足、ボディーと、、全身に及んでいます。

自分にあった化粧水や乳液を
いつもより多めに使用して下さい！
入浴後の放置する時間が短いほどいいですよ！
メイクの上から使用できるコスメもありますよね。
そのようなものを上手く活用してまめに補充しましょうね。

そしてツルツル、ピカピカのお肌で、相手のテンションも
MAXになること間違いなし！
水分補給も忘れずに、、、

いつまでも若くて美しい女性を目指すみなさん！
自分にあったものが、「なかなかない」という方、
今回そんなあなただけに私の秘密を教えます。

ご希望させる方は『フォーバル、濱田さん』まで
電話、メールなんでもかまいません。
【info-kyusyu＠forval.co.jp】
定員は15名で締め切りさせていただきます。
皆様にお逢いできるのを楽しみにしてます。
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いつまでも若くて美しい女性を目指すみなさん！
自分にあったものが、「なかなかない」という方、
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ご希望させる方は『フォーバル、濱田さん』まで
電話、メールなんでもかまいません。
【info-kyusyu＠forval.co.jp】
定員は15名で締め切りさせていただきます。
皆様にお逢いできるのを楽しみにしてます。

『美・健康・ライフスタイル･
恋愛』の最新（気になる）
情報をOFFICE NOIR
竹田麻紀様にお伝えいた
だくコーナーです。
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★私の秘密を教えます★

OFFICE NOIR
オフィシャル
ブログQRコード
→

この頃の肌に戻りたーいという一枚。
NOIR BABY
エンジェル＊エレノアちゃんです。

第１１回目のオトコ気研究所のテーマは、『働くことの楽しみを知ろう』
20代から３０代の方向けのメッセージです。
人としての引き出しを増やすために、みんなで考え行動しましょう。
有限会社プランニングナックの井上和雄様に語っていただきました。

Presented by
有限会社プランニングナック
福岡市博多区堅粕４－４－１
TEL092-437-1617
http://www.planning-nac.com

★石の上にも三年★

プランニングナックは、
イベント演出、映像PRを
中心に、お客様のニー
ズにあったより、
効果的なソリューション
を提供します。

今 世の中、不景気っていってるけど…
それって自分が決めてるような気がする。。。。
確かに経済的には、良くはないけど、
仕事だってないわけじゃないし…

進んでニートの人もいるし…
ほとんど自分自身の心で
決めつけてるんではないかな？

よく就職してすぐ合わないとかいって
辞める人がいるけど、
そんな短期間で仕事の何がわかるのか。
その仕事の本当の楽しさ、やりがい、苦しみなどを本当に理解しないうちに
退職してるのでは？と思う。

「石の上にも三年」って言うように三年は働いて、
得たものが分かる事ってあるんじゃないかな？

結局心が不景気なんだと思う。
戦後に頑張った日本人はもっとポジティブだったんじゃないかな!
ピンチはチャンス 頑張ろうよ!

Vol.11



このコーナーで紹介する「ストレスマネジメント・ヨガ」の技法で、日々のストレスを一緒に解消しましょう♪

腋下を動かす

「ダイナミックポーズ(変形）」
で毒素を流しましょう！

第２０回
ダイナミックポーズ

（変形）
リンパを流しましょう ２

LESSONＫＡＫＯ
先生の

11 22

ポイント！丹田へ意識を集中。

腋下を刺激することでリンパの流れをよくし、毒素を体外に出します。効果

転職エージェントMilestone (マイルストーン）の野崎様と英会話カフェ・ライカード・カフェの
住吉様に、英会話の楽しさや上達のコツを分かりやすく、おもしろくお伝えしていただくコー
ナーです。英会話ができると仕事やプライベート色々な場面で役に立ちますよ。

今月の言葉：Win-Win （ウィン‐ウィン）

（訳） ”お互いの勝利（メリット）”

vol.8

英語貯金、始めませんか？⑥
By 住吉祐一郎

英語の本を読むにあたって「自分の
好きな本を読む」と書きました。
自分が興味のある本なら、途中で投
げ出す確率が低くなります。何事も
継続がカギですから、英語も例外で

この４パターンしかありませんので、いい
関係を長期に渡って築くため これからも
"Win-Win" を念頭にお仕事をしていきた
いと思います。
例：Let us produce Win-Win situation.

平尾のライカードカフェでは、初心者の方も安心して参加でき
る英会話を開催中です☆
お問合せは、０９２－５２６－４３３０

（１８：３０－２３：００）

URL：http://www.leichhardt-2f.com/

「首を曲げるポーズ」の動画はこちら♪
「元気の出るHP : Kako’s shop」

http://altamoda.jp

2009年10月より
「オフィスdeヨーガ」動画配信決定！

今月の言葉解説
By 野崎 洋一

英会話
コラム

ビジネスの結果は、Win-Win
がBest。Win-Lose （長続き
しませんし、 Lose-Win/ 
Lose-Lose は、良くない結
果です。

息を吸いながら、
前に出した足に体
重をかけ、胸を開
きます。
そこで一呼吸。
（息を吐いて吸う）
息を吐きながら
元に戻します。

両足を前後に軽
く開きます。
前に出ている足
はまっすぐ。後ろ
足は前足と90度
になるようにしま
す。
両腕を曲げ肩の
位置まで上げま
す。

はありません。とはいえ、好きな本と言っても、
内容の理解が伴わないのであれば意味がありま
せん。まずは本のページをめくってみて、内容
にざっと目を通してみてください。１ページに
知らない単語や表現がいくつあるでしょうか？
ページのサイズにもよりますが、読んでみて、
半分以上わからないようであれば、その本は難
しすぎます。60～70パーセント程度理解でき
るものを選びましょう。 つづく☆



皆様になじみの深いフォーバルのサポート担当が、気のむくままにコラムを書くコーナー

ホームページを上手く
活用できていますか？
悩まれている方も多く、
問合せが増えています。
そんな中、ホームペー
ジを活用できているお
客様の成功事例や成功
の秘訣を私フォーバル
邑上が、お伝えしてい
くコーナーです。

Vol.9

花フルール TEL：092-504-4733
住所：福岡市博多区浦田１－１９－８

定期的にフォーバルにてお花の教室を開催！
お花に興味がある方集まれ！！男性・女性問いません。
フラワーアレンジメントは、内なる自分の才能や能力
に気付く良いきっかけになります。心を尽くしたおも
てなしをする際の方法としても最適です。連続講座で
はなく、毎回テーマが変わるコースなので、参加は自
由。素敵なフラワーアレンジメントを学び、
あなたもワンランクアップした優雅な生活を楽しみま
しょう。希望者は、下記メールアドレスまで御連絡下
さい。info-kyusyu@forval.co.jp
http://www.hana-fleur.jp

写真）
講師：辻村てるみ

専正池坊
日本総華督正教授
ロイヤルフラワー
アレンジメント正教授

お久しぶりです。温泉大好き江崎です。
最近も飽きもせず休みの日はちょくちょく出かけていま
す。いつも、九州の温泉地ばかり行くのですが、先日つ
いに我慢できなくなり九州の檻を脱出しました。
行き先は四国の道後温泉。
深夜に出発し、瀬戸大橋を渡りうどんを食べて道後へ。
道のりは本気で遠すぎです・・・。正直軽く考えてまし
た。

途中に通った瀬戸大橋は
いろんな意味で大きかっ
たです。改めて人間って
凄いです。
讃岐名物のぶっかけうどんは、
こしがあって思っていたより
本当に美味しいかったです。近くにあったらハマリそう
です。金比羅山にも登ったのですが、不眠で登るような
ところではありませんね。本気でダウンしそうでした。
その後、道後温泉に入りました。本当に素晴らしいお湯
でした。疲れも吹っ飛びました。あの夏目漱石と同じ風
呂に入ってると思うと何かわからないけれど凄い感じが
しました。

江崎温泉旅行記～四国編～

花フルール
お花の道に20代で飛び込み、華道とフラワーアレン
ジメントの免状を取得しました。子育てをしながら
出張でお教室を開いたり、子育てが終わると主人の
協力のもとで、お店を持たせてもらい本格的にお花
屋兼華道・フラワーアレンジメント教室を開きまし
た。そこで出会ったたくさんの生徒さんたちの人生
に関わる機会もたくさんありました。特にブライダ
ルは、一生に一回の最良の一日。この日にどのよう
な花を生けるかなどの相談を受ける事もたくさんあ
りました。当華道教室は花嫁修業に最適です。華道
と同時に一般的なマナーも自然と学べ、御両親も娘
さんの変化に驚かれています（笑）

それから私、実は城好きなので松山城を見物しました。松山
市が一望出来てなかなかの絶景でしたよ。お土産に愛媛みか
んもいっぱい買いました。

帰りの道のりはまた嫌になる
ほどきつかった・・・。高速
道路がいくら千円でも考えも
のです。

行ったことがないところに行
くと観光のしがいがあってい
いですね。温泉を趣味にして
ると、季節関係なくどこへで
も行けます。趣味探しをして
いる方、温泉いかがでしょう
か？すごくおススメです。
私が最近よく行くところなの
ですが、とてもおススメのと
ころがあります。熊本の植木
温泉です。平山温泉の近くで
すが、あまり有名ではありま
せん。しかしオシャレなとこ
ろが多く個人的にかなり好き
です。是非一度行ってみてく
ださい。

HPのキラキラ花嫁でアクセス増
がみちゃん（邑上のことです）のアドバイスで、結
婚式で実際に使ったアレンジメントと結婚式の様子
を紹介しています。本人以外にもたくさんの方に見
ていただいてアクセス数も増えています。

花フルール



◆Macのセキュリティについて
Macintoshは、windowsに比べてセキュ
リティーリスクが低いといわれています。
しかし、そのことがMacの安全性を保証し
ているわけではありません。

確かに世界シェアの面から見ても、
Windowsが全体の約９０％を占めている
ことから考えると、約１０％程度のMac
ユーザーをターゲットにしたウイルスなど
を開発するよりは、Windowsユーザーを
狙うほうが効率はよさそうです。

しかし、Macを狙うウィルスは実際に存在
しています。Macで活動するトロイの木馬
が増加傾向にある他にも、Maｃプラット
ホームやソフトウェアの脆弱性も存在して
おり、Windows同様、定期的にアップ
デートを行なう必要があります。

～Macintoshのセキュリティー～

伝書鳩通信 ☆

☆

☆

☆
Macもウイルスに狙われています！

◆Macだから安全だ！という油断が危険を招く！
最近のセキュリティーの脅威には、ウイルス
やスパイウェア以外にも、金融機関などを装
い、巧妙な手口で偽のサイトやメールを使っ
てパスワードやクレジットカード番号を盗も
うとする、「フィッシング詐欺」などがあげ
られます。

フィッシング詐欺のような脅威は、OSに依
存しない性質があるため、Windowsユー
ザー同様、Macユーザーもターゲットになり
ます。

社内ネットワークにWindowsとMacが混在
している場合も多いと思いますが、セキュリ
ティソフト導入の際などに、WindowsのPC
だけを対象にしているケースがほとんどだと
思います。なんの対策もとられていないMac
が踏み台にされ社内全体のネットワークが危
険にさらされてしまう事もあります。

☆

☆

パソコン周り、セキュリティー、ネットワークなどお気軽にフォーバルまで御相談下さい。

韓国人留学生 インターンシップ受け入れ企業 募集

韓国の大学に在籍している学生のインターンシップ受け
入れ企業を募集いたしております。
●目的
日本企業において「企業体験」「社会体験」をさせてい
ただくことです。業務内容は、研修生の日本語能力や力
量に応じてご判断いただいてかまいません。
●報酬
不要。早良区の西新から通勤し、大学から月1万円まで交
通費の支給があります。不足分のみ負担下さい。
●お受け入れ頂く期間
2010年4月上旬～6月 ３ヶ月間
●研修生
コンピューター応用機械系列 日本就業課程に在籍してい
る学生です。日本語能力レベル3～２級の力を持ち、将来
日本で就業を考えている者ばかりです。
性格は、非常に礼儀正しく、温厚で素直です。特に目上の
方への接し方や姿勢、チームワークに大変優れています。

〒810-0014 福岡市中央区平尾2-5-16-909

電話 092-534-6277

Milestone株式会社

新型インフ
ルエンザ対

策！！

ディゾルバウォーター
～Disolva Water～

人に安全な除菌・消臭水で、衛生的な空間づくりを実現！

ディゾルバウォーターとは？
次亜塩素酸ナトリウムを希釈し、最も除菌効果が大きく、
且つ最も安全な領域にｐH値を調整した除菌・消臭水です。

■80倍のスピードで除菌・消臭できる
■アルコール系より除菌効果が大きく、経済的！
■肌に直接触れても安全、臭いも少なく体に優しい。
■除菌後はすぐに水に戻り、環境にも優しい。
■有人下で噴霧しても安全です。
■厚生労働省が定める「食品添加物」です。

トータルビジネス協同組合
〒816-0912 福岡県大野城市三笠川5-10-5

電話 092-504-0943

ディゾルバウォーターはこのようなところで使われています！
物流 海上コンテナ・食品倉庫 病院 院内感染の予防
獣医 皮膚障害の治療 老人ホーム 風呂の殺菌
公共施設 プール・ジム 食品加工業 食材の洗浄殺菌
飲食店 食器や調理場の殺菌・消臭 畜産 皮膚殺菌
農業 育苗時の殺菌 漁業 水揚げ時の洗浄
他にもたくさんの用途で使用されている実績があります。



活気が増し､世話ごとや会食などで多
忙ながらも順調です｡出会いや縁談も
好調。

発行：株式会社 フォーバル 九州サポート課
〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町8-30 博多フコク生命ビル10F
お問合せ Tel:092-262-1051 Fax:092-262-1059
e-mail info-kyusyu@forval.co.jp

サポート
担 当

※Ｃｏｒｅｅａはシャープカラー複合機MX-3500Nで作成しています。

福岡玄海の母

池田 東瞬

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。
福岡県内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ます。

今月号の表紙は、東京です。東京の
シンボルの東京タワーや雷門、国会
議事堂、そんな中左側の下にこっそ
りあるビル。実は、フォーバルの本
社があるオーバルビルです。
ビルの形が楕円形という面白い形を
したビルです。
多くの方が気付かれているとは思う
のですが、26号から表紙のテーマは
都道府県になっています。
コーレアの表紙で日本全国を旅して
下さいね♪次回は、どこを旅するか
お楽しみに！！

日本推命学館師範講師（四柱推
命）として活躍。暖かい雰囲気か
ら醸し出される説得力あるトーク
でキャナルシティには、いつも行
列ができる賑わい。YahooJAPANに
も登場。

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:日,月,水,第1.2.5金曜日
時間: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

S１・１０・１９・２８
３７・４６・５５・
H1・10・１９年生まれ

強気になりがちですが、自然体で自分の
ペースを整え､好調運をキープしましょ
う。内面を充実させながら静観している
月です。

S９・１８・２７・３６
４５・５４・６３
H9・１８年生まれ

ツキのある月です。多忙で心身ともに快
調ですが、目上の人と衝突しない様､発
言は穏やかに。

S８・１７・２６・３５
４４・５３・６２・H8
１７年生まれ

思わぬ出費など､金銭の動きの多いとき｡
異性間も新しい発表などありそう！

運気低調です｡
変化の月なので周りとの協調を大事にし､
柔軟な対応を心掛けましょう。

S７・１６・２５・３４
４３・５２・６１
H７・１６年生まれ

S６・１５・２４・３３
４２・５１・６０
H６・１５年生まれ

実力・運気に恵まれた盛運です｡
焦点を絞って迅速に動くこと｡見栄を張
ると出費がかさみます。

S５・１４・２３・３２
４１・５０・５９
H５・１４年生まれ

諸事､渋滞運です｡
落ち着いて焦らず努力をおこたらないで
乗り切りましょう。

新しい事には手出しをせず堅実に行くこ
と｡ミスやトラブルの多い月です｡小さな
事もきっちり解決していくようにしま
しょう。

S４・１３・２２・３１
４０・４９・５８
H４・１３年生まれ

S３・１２・２１・３０
３９・４８・５７
H３・１２年生まれ

運気は少しずつ上昇してきています。
向上心を持続しつつ､－歩譲って周りと
の調和に気をつけましょう。

リボンのアイテムが縁を繋ぎます｡ウッ
ド系の香りで空間の浄化をしてみましょ
う。

一ケ所だけでも流行を取り入れてみま
しょう。 ニットのコサージュはグレー
ド感と楽しさをもたらしてくれます。

足元のオシャレが吉！お気に入りのブー
ツはしっかりお手入れしましょう。

肌触りの良いものから良い運気を受けま
す。ふわふわモヘア素材のアイテムが運
を膨らませてくれます。

インテリア雑貨の配置がえをすると､空
間の変化から運気が上昇します。

スター柄の洋服や小物が物事をスムーズ
に進める助けとなるでしょう。

暖色系のインテリア雑貨を飾り､暖かい
イメージで運気アップ図りましょう。

ムートンのブーツが幸運を呼びます。ムートンのブーツが幸運を呼びます。 屋外でのスポーツがさらに運を上げます。

2 0 １ ０ 年 ２ 月 九 星 占 術☆ ☆

S2・１１・２０・２９
３８・４７・５６・H２
１１・２０年生まれ

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、益々好評で最
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


