メンバー

「上がり続ける
人件費に頭が痛
い！ なんとかな
らないのか」
経営者なら誰で
もそう思ってい
ることでしょう。
本書は人件費対
策として、残業
代削減の秘策か
ら、給料・賞与・
退職金の決め方、さらには社会保険料の
上手な節約方法、災害時の補償問題まで
具体的に解説しています。人件費の問題
はデリケートでタブー視されています。し
かし、これに目を背けていてはこの不況は
乗りきれません。早めに手を打ち、経営と
雇用の安定を取り戻しましょう！

価格：1,575円

和田経営労務研究所

〒305-0033 茨城県つくば市東新井28-4
TEL：029（850）0277
FAX：029（850）0278
URL：http://www.jinsouken.jp/

あんしんフェア
ミニコラム
「広告にかかる費用」
って？
企業の広告費はここ数年減少していま
す。その要因の一つが費用。広告には
掲載するために必要な広告費と、広告
をつくるための広告制作費があります。
掲載媒体によりますが、その費用は小
さいものとは言えません。
あんしん Life の「あんしんフェア」は、
掲載無料です。読者には事業主の方も
多く、ビジネスで連携ができる可能性
もあります。
自社オリジナル商品の販路拡大を図る
一手に、ぜひご活用ください。

←申込方法、注意事項は
次ページへ
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オリンピック委員会トレーナーが考案
山本式骨盤ストレッチベルト「THE骨盤！」

消臭機能記憶合金「ラフォーレ」
５秒でクリア

掲載事業所

喜びの声

─ シロアリドクター本部（㈲ライフアシスト）諏訪真士さん

2011年5月号掲載

皆さんの売上げにもつながる商品で、
喜んでいただきました
腰の不調は現代人の宿命！ 腰痛対策ベルト
は世にあふれていますが、多くのベルトはコ
ルセットのように患部を固定するだけ。その
時効果は感じても、根本的に良くはならない
のが現実。
「THE骨盤！」は、スポーツや仕
事、家事をしながら、骨盤周辺の靭帯を緩
め、歪みを調整し、周りの筋肉を鍛える一石
二鳥の“ふた股ベルト”。骨盤を整え、姿勢
を正しくすることで、首・肩・
腰痛、ダイエット・メタボなど
の悩みを解消します。販売店、
販売代理店募集中。
価格：4,935円～ 9,975円（送料別）

㈱リフレッシュ

〒260-0028
千葉県千葉市中央区新町1-17
JPR千葉ビル3Ｆ
TEL：043（204）4777
FAX：043（245）3155
URL：http://www.kotsuban-belt.jp/
メール：sato@refresh-g.co.jp

オリンピック強化
スタッフ
からだアドバイザー
山本利幸

販
潤いの化粧水
「Mφプロトンジェル 150㎖」

驚くほどの消臭パワー！ 冷蔵庫の悪臭
は30分、車のタバコ臭は一晩で消去。特
にアンモニア臭に効果が強く、トイレな
どにも最適。その秘密は消臭機能記憶合
金にあり、臭いの粒子をイオン化させ、分
離、吸着して消臭します。5秒の水洗いで
最初の消臭力を回復するので半永久的に
使用可能。しかも電気やガス不要で安全、
経済的なハイテク消臭器です。公的検査
機関の消臭能力データも取得済み。活性
炭の2,000倍の消臭能力には驚嘆です。
価格：3,800円（送料別）

ハクサンメイト㈲

〒112-0001 東京都文京区白山4-28-16
TEL：03（3811）3464
FAX：03（3811）8470
URL：http://www10.plala.or.jp/hakusanmeito/
メール：hakusanmeito@amail.plala.or.jp

私の商品は「シロアリ撃退パッケージＰＲ
Ｏ」という、誰でもが自分でシロアリ駆除
できる通販商品です。この商品が軸の代
理店募集を『あんしんLife』に掲載しまし
た。おかげでリフォーム業者さんから多く
の問合せがあり感謝しています。
今は、彼らの声を元にリフォーム業者さん
をはじめ、売上アップに悩む畳業者さんも
お手伝いしています。

そのお手伝いというのは、畳だけではなく、
襖や障子などの注文を効率よく受けるチ
ラシ提供などです。
本誌掲載から新しいビジネス展開が始ま
り心から感謝します。この場をお借りして
一言だけ言わせてくださ
い。もし、リフォーム業者
さんや畳業者さんで売上
アップにお困りならまず
は声をかけてください。
この『あんしんLife』の
仲間としてお役に立ちた シロアリドクター
諏訪真士
いと願っています。
価格：シロアリ撃退パッケージＰＲＯ（プロ）散布法
1セット 31,395円（送料、代引き手数料別） ※代
引きのみ
〒479-0003 愛知県常滑市金山字石田84-1
TEL：0569（43）2921（担当：諏訪）
FAX：0569（43）2929
URL：http://diy.shiroari119.com/
メール：info@shiroari119.com

販

販

販

名入うちわ、扇子、手拭い

さくらんぼ佐藤錦1㎏ （500g×2パ
ック）バラ詰め・ＬＭ混み・等級秀

ラクラク39バール（緊急救助用）

こだわりの天然
水と低分子コラ
ーゲン。浸透性
が高く、若々し
い素肌へと導き
ます。
主原料のミネラ
ル豊富な弱アル
カリ性の自然鉱
泉 水は 無 加 熱
殺菌。植物エキ
スも配合し、保
湿作用、収れん
作用、抗菌作用
などがあり、デリケートなお肌を紫外線や
乾燥から守ります。お化粧の下地に、手足
のカサツキに、髪にもＯＫ！ 年齢を問わず
ご使用いただけます。潤いある美肌をご
実感ください。

・ポリ名入うちわ（100本）＠115円
・竹名入うちわ（100本）＠160円
・プリント名入手拭い（100本）＠240円
・名入白タオル（120本）＠210円
●それぞれ版代が実費かかります。
●別注品も特価にてお見積りします。

さくらんぼ
の生産量は、
山形県が全
国の約8割
を ほ こり、
初夏の味覚
として多く
の方にご愛
顧いただい
【多くの命を救いたい】
ております。 阪神淡路大震災では近隣の人々の救出活
佐藤錦はさ
動によって多くの命が救われました。し
くらんぼの中で最も人気が高く、甘味と酸
かし、犠牲者の 8 割以上は機材の不足か
味が調和し、随一の美味しさです。真っ赤
ら救出できず、建築物の倒壊による圧迫
に光る色合いはまさに「赤い宝石」です。
死・窒息死で亡くなっています。
「ラクラ
さくらんぼ佐藤錦を果樹園より直送致し
ク 39 バール」は、災害時の初動活動に
ます。短い期間でしか収穫できない山形
女性・年配者などでもラクラク使える軽
の旬の味をぜひご堪能ください。
くて強い救助用バールです。
※長さ1,180㎜、太さφ31㎜、重量2㎏。
※発送は6月中旬から7月上旬頃、天候に
※自動車のフレームなどに使われる「高張力鋼管」使用。
より変更となる場合があります。

価格：1本150㎖ 2,205円（送料別）

価格：商品の種類、本数によって異なります。

価格：3,990円（送料込）

価格：クロームメッキ4,095円、各カラー 5,040円（送
料別）

㈱智力

㈲松本南勢堂

㈲オーチャードタケダ（武田果樹園）

㈱タニコー ありがとう事業部

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-15-19-626
TEL：03（6277）3756
FAX：03（5798）0355
URL：http://www.chiryokuinc.com/
メール：info@chiryokuinc.com

〒111-0025 東京都台東区東浅草2-17-16
TEL：03（3874）8506
FAX：03（3874）8507
URL：http://www5d.biglobe.ne.jp/~nanseido/
メール：nanseido@mtg.biglobe.ne.jp

※掲載されている商品説明文の表現方法は、事前にチェックしておりますが、
個々の商品の性能などを保証するものではございません。

〒994-0054 山形県天童市大字荒谷字内条8542-1
TEL： 0120（65）8704 ／023（654）8704
FAX：023（653）4095
URL：http://www8.plala.or.jp/o-takeda/
メール：o-takeda@jade.plala.or.jp

HP同時掲載！
（３ヵ月間）

ご注意ください！
※掲 載内容に基づく個別
商談は、 それぞれの責
任でお願い致します。

※掲載されている商品説明文
の表現方法は、 事前にチェ
ックしておりますが、 個々
の商品の性能などを保証す
るものではございません。

技 技術

▼掲載無料

※すばる舎 224ページ
※大反響！たちまち重版4刷2万部。
※最寄りの書店でお買い求めください。

販

新商品の販促や新技術のＰＲ、パートナ
ー選びなどに有効活用していただく誌上
見本市です。自社オリジナル商品・技術
など（選定委員会による審査あり）の掲
載となりますので、お申込みにあたって

『ちょっと待った!! 社長！ 御社の人件費
もう見て見ぬふりはできません!!』

代 販

はご注意いただきますよう、よろしくお
願い致します。

販

販 販売

あんしんフェア

項目 代 販売代理店募集

〒438-0221 静岡県磐田市南平松5
TEL：0538（67）0039（ありがとう事業部直通）
FAX：0538（67）1881
URL：http://www.taniko.co.jp/
メール：info@taniko.co.jp

掲載のお申込み・お問合せは、あんしん財団 業務広報部 TEL：03（5362）2323へ
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項目 代 販売代理店募集

あんしんフェア
掲載の申込方法

販 販売

技 技術

自社オリジナル商品・技術の
PR・販売をしてみませんか？

「あんしんフェア」では、地域性やアイデア性溢れる自社オリジナル商品・技術な
どの紹介を募集しています。

あんしん財団業務広報部
TEL：03
（5362）
2323

申込書類の締切日の目安は 4 カ月前

（平日9：00 〜
17：30受付）
へ

申込書を請求し、
記入

掲載写真・
パンフレット・資料などを用意

※写真・パンフレットなどは返却不要のもの
をご用意ください。

あんしん財団へ郵送

〒160-0016 東京都新宿区信濃町34
JR信濃町ビル あんしん財団「あんしんフェア」係宛
※掲載には選定委員会による審査があります。
必要に応じて証明書類の追加提出をお願い
しています。申込多数の場合は掲載月を先
送りさせていただく場合があります。

掲載月

申込締切日

9 月号

5 月末

10 月号

6 月末

11 月号

7 月末

本コーナーで定めるオリジナル商品とは…
①商品開発過程において製造元に対し、企画・製造・開発のいずれかに関わってい
る商品
②自社ブランドとして発売するために独自に発注している商品
③総代理店契約を締結している場合や独占販売権を有している商品
④パッケージなどに販売元として記載のある商品
のいずれかに当てはまる商品としています。
※必要に応じて証明書類の追加提出をお願いしています。
掲載のお申込み・お問合せは、あんしん財団 業務広報部 TEL：03（5362）2323 へ

掲載のポイントと注意事項
商品写真

1 ～ 2点

商品の魅力がより強く表れるよう
に、質の高い写真を掲載します。
※写真の良し悪しが読者の反応に影響します。
※複数点を掲載する場合はスペースの都合
上、サイズが縮小され見えづらくなります。
チラシ、広告なども含めて1 ～ 2点に厳選
してください。

掲載社情報
■会社名

（店名 ・ 屋号でも可）

■〒・住所
■電話・FAX番号

（フリーダイヤルやフリーコールなどは全
国共通の番号に限り可）

■ホームページアドレス

（他社サイトは掲載できない場合があります）

■メールアドレス

商品名

代 販 技
商品名

掲載写真のポイント！
●被写体から離れた位置でズーム機能を
使うと商品が歪まずに撮影できます。
●明るさはフラッシュを使わず、露出で
調節すると自然になります。
●背景をシンプルな色（黒・ 白）にする
と商品が際立ちます。
※写真データのサイズについて：画像デー
タを 送 信 の 場 合 は、 1点1メガ バイト
（Mbyte）以上でお願いします。印刷物へ
の掲載では、ホームページのデータ容量
（解像度）の約5倍が必要になります。

商品説明□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
紹介文のポイント！
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●商品のサイズ・ 重量・
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
素材などを入れるとわ
□□□□□□□□□□ かりやすくなります。
価格：0,000円（送料別）

㈱あんしん商事

●使用するシチュエーショ
ンを入れると読者がイ
メージしやすくなります。

〒000-0000 □□□□□□□00-00-00
TEL：00（0000）0000
FAX：00（0000）0000
URL：http://www.xxx.xxx.xxx
メール：xxxxx@xxx.xxx.xxx

正式な商品名を掲載します。商品内
容がわかりにくい商品名の場合は、
キャッチコピーを入れます。誌面上、
商品名がタイトルの扱いとなりま
すので、読者に伝わりやすい表現を
考えましょう。

商品説明
商品の内容、性能、魅力、概要など
を簡潔な文章で説明します。
※専門用語を使わず読者が読みやすい文章
をお願いします。

その他の注意点
商品価格は税込価格を掲載します。
公序良俗に反する表現、薬事法
（66、
67、68条）
、健康増進法
（32条）
に
触れる表現、誇大表現は掲載できま
せん。
※レイアウトは誌面構成により変わります。
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