
ハーティライフは、明日への絆を育てます！ 

ハーティライフはEVI活動に参加します！ 

 平成23年3月1日より、カルビー株

式会社カルネコ事業部が新規事業と

して展開する Eco Value Interchange 

略してEVI 活動がスタートしました。 

森を管理する人々と企業と個人とが

一緒になって、日本の森と空気と水を

守っていく環境活動事業です。 

 

 株式会社トランスフォーマーでは、

環境問題を一早く捉えてこの考えに

賛同し、一緒に活動をしていくことを宣

言し、事業スタート時のメンバーとして

参加させていただくことになりました。 

 

 未来の子供たちの為にできること、

美しい日本を未来の子供たちに相続し

て頂きたいと考えています。 

“ハーティライフは明日への絆を育てま

す！”をキャッチフレーズに、皆様方か

らの売上金の一部を、EVIに還元いた

します。又、個人ポイント制度も導入。

ご登録いただくと各種サービスをご利

用頂いた方に、御代金1000円につき

1リングをプレゼント。リングが貯まったら

ハーティライフ・コレクションからお好き

な商品を選んでいただけます。 

もちろんＥＶＩへのクレジットとして交換

するのもＯＫです。個々の皆様方にも

環境意識を高めて頂き、共に日本の

自然を守っていけたらと願っておりま

す。これを機会に、皆様方にもご友人

や知人の方に、ご案内頂けると嬉しく

思います。 

 

ハーティライフは、 

  日本の森を守ります！ 

ハーティライフは、 

  明日への絆を育てます！ 
 

 どうぞ皆さま、これからも末永くご支

援賜りますようお願い申し上げます。 

      株式会社トランスフォーマー            

代表取締役社長 坂田 いくこ         
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 ハーティライフ“第4回・第5回絆セミ

ナー”がさいたま新都心にて開催されまし

た。 

 

 今回は、埼玉NBC会長でもある平沼社

長のご協力をいただき、FALICE DINING

フェリーチェダイニングにて 

 

「あなたは誰に託しますか？～相続・遺

言・成年後見・任意後見制度」をテーマ

に、絆カウンセラーの勝 猛一先生にお

話し頂きました。 

 

第４回 絆セミナーは、 2011年1月17日

（月）18：00～“相続・遺言の必要性”を中

心に学びました。 

第５回 絆セミナーは、2011年2月17日

（月）18：00～より“成年後見制度”につい

て学びました。 

 

 今回は、ハーティライフ初ディナーセミ

ナーの形式で開催しましたが、皆様方多

くの方々にご参加頂き、楽しく勉強をする

ことができました。 

 

 フェリーチェ・ダイニングさんの美味しい

イタリアンディナーを楽しむことができまし

た。ピザやパスタは、どれも絶品。パンは

自家製で、お店で焼いているのが自慢で

す。ランチもやっていますし、夜景も素敵

です。ぜひ、ご家族・ご友人と一緒にお越

しください。 

第４回 ・ 第５回 絆セミナーを開催しました！ 

 今後は、さいたま新都心からも絆ネット

ワークステーションが拡がります。 

地域ステーションにご協力いただける方も

大募集!!ご参加お待ちしております。一緒

に絆を拡げていきましょう！ 

 

 3月は、特別養護老人ホーム尚和園 

の野崎直良さんのご協力で、ケアマネー

ジャーさん達と交流会を行う予定です。 
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絆ネットワークは 

どんどん広がって 

います！ 

子供に残す最後の愛情… 相続・遺言・絆の伝承 

仲良く兄弟

でご参加！ 

ハーティライフは、明日への絆を育てます！ 



 先日のご案内で、３月の絆セミナーは、

絆カウンセラー 若林和子先生による“相

続税が変わる”というテーマでお話しいた

だく予定でしたが、先生が３月はご多忙で

調整がつかず、４月に行われる第７回 絆

セミナーに変更になりました。 

 

 さて、３月の第６回 絆セミナーは、若林

先生に代わってファイナンシャルプラン

ナーでもある奥寺邦俊先生に保険の話と

人生設計についてご講演いただくことに

なりました。保険等の金融商品について

というと、ちょっと…と思われるかもしれま

せんが、人生設計に必要なアイテム！知

らないと損する話や誰もが知りたい保険

の仕組みや、これからどのような保証が

必要となるのか、なかなか聞けない話を

伺ってみようと思います。 

 被保険者が亡くなって入る生命保険も

ありがたいのですが、昨今では、生前に

かかる入院費用や介護費用など、知らな

いと損する商品もご紹介頂けるとか…。 

この際ですから、各社の比較や資産運用

についても質問してみたいと思います。 

六本木ｓｔ男の料理教室の担当リーダーも

お願いしました。乞うご期待！ 

この歯磨き粉は、“藍”を含んでいる

のだとか。そうインディゴです。テイ

ストも爽やかで、気分リフレッシュ！ 

  

一度、お試しあれ！ 

 歯茎から出血する人、口臭が気にな

る人、ぜひぜひ使ってみてください。 

 

ai・dental・paste 

 価格は、１本 1,890円（税込） 
 

市販の歯磨き粉よりちょっとお高いか

もしれませんが、使ってみれば違いが

分かります。歯に“愛を！藍を！ai
を！” 

 “芸能人は、歯が命…”というCMが流行

りましたよね？えっ？昔の話だ？古いネ

タ？とおっしゃる方も多いかと思います。 

 しかしながら、歯を大切にすることが、

健康の為の第一歩だということ、ご存知

ですか？ 

 虫歯や歯槽膿漏、歯の噛みあわせが

悪いと、健康な体までもが蝕まれていくと

いう怖い話です。少しは興味を持ってい

ただけましたか？ 

 私が、今まで使った歯磨き粉の中で1位

2位を争う優れものをご紹介します。     

第６回 絆セミナー 予告 

申し込み・お問い合わせは下記まで！

お待ちしております。 

 

 ０１２０－４７－１７９６（蔵本） 

  

  

 “フルーツ・ピン・クッション 

を作ろう！” 

 

 今回は、可愛いフルーツの形をしたピ

ン・クッション（針山)を作ります。「作れる

かしら？」と不安に思う方、ご心配無用。

簡単に作れるように、大野先生がご指導

くださいます。 

 

 日時 ３月22日 午後１４時～１６時 

 場所 モンセラート（恵比寿） 

 費用 3000円（会員）4000円（非会員） 

 教材費込の価格です。限定7名様 
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オーエフピー有限会社 奥寺まで 

 

 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 兜 町 １ ６ 番 ５ 号 

 ワイズビル・アネックス３Ｆ 

 電話    03-3661-2881  

 ファックス 03-3661-2883 

E-mail okudera@fis-s.co.jp 
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お気に入り紹介コーナー 

プロフィール 
外資系保険会社出身 

平成14年にファイナンシャルプラン

ナーとして独立しオーエフピー有限

会社設立 

平成17年に金融商品仲介業のプ

ラス有限会社設立 

 

 PR商品 
生命保険・損害保険・投資信託な

ど金融商品についてのご相談 

絆
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー 

東
京
エ
リ
ア 

登
録
申
請
中 

奥寺邦俊 （オクデラ クニトシ） 

 オーエフピー有限会社 代表取締役  

プラス有限会社 代表取締役 

mailto:okudera@fis-s.co.jp


サービスメニュー 

１．季節の衣替えサービス                  

（3月下旬～6月末・9月下旬～11月中旬） 

２．お見舞代行・お墓参代行・通院介助 

３．不用品の整理と廃棄代行 

４．部屋の模様替え 

５．病院・施設等の入退居時のお片づけ 

６．お住み替えに応じての整理やお片づけ 

７．思い出の品のお片づけ（遺品整理事業） 

８．お引越 

９．絆ネットワークステーション運営 
株式会社トランスフォーマー 

桜・さくら・サクラ 
 

 ３月２７日はさくらの日。そういえばお花見も

このころから、各地で開かれますね。気象庁によ

る桜の開花予測は、何故か２００９年を最後に行

わなくなりました。東京では、靖国神社境内のソ

メイヨシノを標準僕として、蕾が５～６程度開く

と開花とするのだそうです。 

 

 桜は、日本最古の史書である『古事記』『日本書

紀』にも桜に関する記述があり、古くから日本人

の精神の象徴として好まれています。ぱっと花を

咲かせた後、散ってゆく桜の儚さや潔さが、はは

かない人生を投影する対象となったのでしょう。 

 

「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」といわれるよう

に、傷口が傷みやすく、花見客のマナーの悪さに

よって桜の木が傷んでしまうことも少なくありま

せん。大切にお花見を楽しんでくださいね。 

株式会社トランスフォーマー 

http://www.heartylife.jp 

お問い合わせは・・・ よしな   いらないくろう 

０１２０－４７－１７９６  〒108-0072 東京都港区白金１－１０－１０ 
            パークリュクス白金１０１号 

 電 話 ０３－６５４０－４０９１ 

ＦＡＸ ０３－６５４０－４０９２ 

“ハーティーライフ プラチナくらぶ”の会員の皆さ

まには、お友達3人ご紹介でご入会いただくと、こめ

たびさんの美味しいお米２ｋｇをプレゼント！ 

ハーティライフ・プラチナくらぶ 会員募集中！！              

お買物代行も

承ります！ 

事務局 蔵本 眞一 

事務局より 

 くまです。 

 
環境にやさしい会社を目
指します！ 
ハーティライフのポイン
ト単位は１リングです。 
 
みな様も個人リングをた
めて、ハーティライフコ
レクションに応募してく
ださい。 

はー
てぃ
豆知

識 

ハーティライフでは、“快適ライフプラン”として、

お片づけサービスも承っております。キッチン・

押入れ・クローゼット・下駄箱・本棚・パントリー

等々、思い切ってスッキリと整理整頓しません

か？衣替えもいたします。 

 また、ご両親へのプレゼントとしてもご利用い

ただけます。月末は集中しますので、お早めに

ご予約ください。 

お試しパック３時間 9800円 
 お問い合わせは、下記まで！ 
 フリーダイアル よしな  いらないくろう 

０１２０－４７－１７９６ 

生き生き“快適ライフ”のご案内 


