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OAランド
中野坂上店

5／9
OPEN

〒164-0012
東京都中野区本町1-14-11
ドネグレイス立川1階
TEL：03-5333-0030
FAX：03-3378-0050
営業時間：AM10:00〜PM：7:00
定休日：日曜祝祭日
e-mail：nakano@oaland.jp
URL：http://www.oaland.jp

中野坂上店 杉山です。
OAランド直営店5店舗目の店長として、この度着任いたします。新
品・中古のオフィス家具及びOA機器等、今後皆様のオフィス作りを
お手伝いさせていただくことになりました。各店同様に豊富な品揃
えとサービスで誠心誠意頑張りたいと思います。中野坂上店店長と
して身にあまる重責ではございますが、皆様のご期待にお応えでき
るよう、一意専心努める決意でございます。今後とも宜しくお願い
申し上げます。

楽天市場へ
いよいよ出店
スタート!!
新品から中古コピー機まで、ここだけ
のお買い得情報がいっぱいです。情報
を見逃さないように、メルマガに登録
しよう！
http://www.rakuten.co.jp/oaland.jp
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旬「愛・地球博」
日本で、35年ぶりの万博｢愛・地球博EXPO｣が
開催されている。メインテーマは「自然叡智（え
いち）」。近年では、ヒマラヤ氷河が急速に溶け出
し、数十年後には氷河を水源とする川の流量が低
下し、数億人が飲み水不足に陥ると地球温暖化警
告が叫ばれる。
最新テクノロジーが体感できる9つの企業パビ
リオンをはじめ、世界120カ国が参加しグローバ
ルコモンを形成しています。環境に配慮された乗
り物、リニアモーターカーやIMTS（最先端の低
公害バス）、グローバル・トラム（会場内をゆっ
くり走る電車）など、違う世界が見える乗り物に
もぜひ乗ってみたい。
一部のパビリオンでは
予約が必要な所もあるの
でわかりやすいサイトを
紹介しましょう。

「Yahoo!きっず-愛・地球博にでかけよう！」
http://kids.yahoo.co.jp/docs/event/expo2005/
一番のオススメ！子供向けの構成ながら、右も
左も分からない万博のことを、とても分かりやす
く、順序よく掲載しているので面白い！
「0から愛知万博に行こう」
http://expo2005.ryoko-navi.com/index.html
ここの掲示板の書き込み情報はスゴイ！情報が
新鮮なので必見！
「愛・地球博」公式サイト
http://www.expo2005.or.jp/
とりあえず、ここが一番正しいと思います。

☆寄り道情報☆
万博の帰りには、是非、中部国際空港「セント
レア」（24時間稼動中）に寄ってみよう。展望露
天風呂｢宮の湯｣があるらしい…。万博の見学疲れ
を癒せるかも!?

電 脳 W O R L D
OAランド仙台店をよろしく！
皆様こんにちは。OAランド仙台店店長の相川です。ただいま単身、仙台
において日々奮闘の毎日です。
私は、高校卒業してからすぐに電脳に入社して、早、６年が経とうとして
います。今までは、運送部でコピー・FAX・PC・スチール家具の引き取りや
納品をさせて頂き、その中でいろいろなことを学びました。コピー機の重さ
は当然のことながら、重い荷物の階段作業ではパートナーへの思いやりが大
よしあき

相川

宜亮

1981年1月11日生
埼玉県出身
今月で入社まる6年

切だという事。納品ではお客様の目線に立っての物の考え方や、説明するこ
との難しさ、など・・・。
入社当初は、力も知識も無く周りの人たちに迷惑をかけっぱなしでした。
今の自分があるのは常に私の成長を考え暖かく見守り、時には厳しく指導し
て下さった先輩方のおかげだと思っております。
これからは、これまでの経験を生かし、今まで以上に電脳を盛り立ててい
こうと思いますので是非とも仙台店をよろしくお願いします。
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有限会社ニンニンドットコム
代表 鈴木 忍

〒162-0052
東京都新宿区戸山1-16-12-202
TEL：03-5285-8540 FAX：03-5285-8541
E-mail：info@nin2.com
URL：http://www.nin2.com/
オススメ：ニンニンブログ http://blog.nin2.com

弊社は、2005年2月2日設立、スタッフ3名の
設立まもない会社です。社名のニンニンドッ
トコムは、代表の名前 忍（しのぶ） から忍
者をイメージし、ニンニンとしました。ちな
みに、設立日の2月2日も ニンニン にちな
んでいます。そして、インターネット関連の
企業だということが、わかるように ドット
コム という言葉を入れました。
業務内容は、企業のホームページの企画・
制作を行っています。電脳株式会社様とは、
2004年5月からのお付き合いです。電脳様が運
営するOAランドのホームページの作成依頼を
いただいたのがきっかけです。そして、当社
のOA機器の導入もしていただきました。現在
も、月に何度か打ち合わせをし、いかにホー
ムページからの利益をあげるかを、担当の方
とお話しさせていただいています。

等地 にお店を構えることができるのです。
この少ない広告費で日本中を相手にビジネス
を展開できるホームページをインターネット
に精通した人材を抱えることができない企業
に対してビジネスパートナー的な関わり方で
成功に導くことが私たちのメイン業務です。
電脳株式会社様のコンセプトの1つである
少ない予算でのオフィス作り にも共通して
いると思います。起業まもない小さな会社が
ホームページを使ってビジネスを展開すると
いうのも非常に有効な手段です。
私たちと出会った企業様のできるだけ多く
がホームページを使ったビジネスの可能性を
感じていただき、そして、そこから利益を生
み出せるよう私たちも努力していきます。

ホームページは、小さな企業や地方の企業
など、少ない資金しか投資できない企業や、
立地に不利のある企業が大手企業と肩をなら
べて商売できるツールです。インターネット
上では、大手企業であろうが、地方の会社で
あろうが平等に表示されます。インターネッ
トに関する少々のノウハウさえあれば、イン
ターネットという世界のいわゆる 銀座の一
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日高かわせみマラソンにて！

電脳かわら版

見ても味わえる日本料理店
野老（ところ）

SPOT
気になるお店

日本料理

野老

午前11：00〜午後2：00
午後 5：00〜10：00
月曜日
ワルツ
埼玉県所沢市
至飯能
久米410-9
TEL.04-2924-1367
卍長久寺
※駐車場あり
野老
P

SELECT

所
沢
駅

至
東
村
山

所沢周辺では、ちょっと名の知れ
た創業17年の日本料理店「野老」。
場所こそ閑静な住宅街の中にあり、
隣には長久寺という阿弥陀仏が本
尊の北条時宗のお寺があります。
昼の部のメニューは、おたのしみ
膳（写真上）、花弁当（写真下）、野
老膳味ごよみなど名前にも風情が
あるものばかり。食材は、季節・旬
のものが美しく盛り付けられていま
す。写真の花弁当は、小分けされ
た懐石料理が 目で見て楽し、味も
よし といったところでしょうか。
お味のほうは京風でありながら、
薄すぎず出汁の風味を感じるもの
ばかりです。ホタルイカと菜の花に
からしミソダレ付き、タイのしらこと
いった貴重な食材がランチに食べ
られます。また、ふきのとうの天ぷ

らが珍し
い。一つ
ず つ 、こ
れ は 何
だろうと
食べていくだけでも、食の満足感
を満喫できるのはなぜだろうか。
店内に「野老味極み」という色紙が
花と共に飾られているのが、店主
の心意気を感じさせてくれます。
また、2人でくつろぐ個室から、
60人の宴会まで利用できる部屋が
ある。ちょっと贅沢な空間を味わっ
てみてはいかがでしょうか。
おたのしみ膳1,890円〜。とても
手間をかけているお料理なので、
昼は予約か電話をしてから行くと良
いでしょう。

「もっと、生きたい・・・」

ちょっといい本

「もっと、生きたい…」
著

者：YOSHI

定

価：1,143円（税込）

発行所：スターツ出版

ケータイ小説の生みの親といわ
れ、その感性と惹きつける力は、
鬼才とまで呼ばれる作者。
「本を読まない人達のミリオンセ
ラー作家」と言われるのは、ケー
タイメールを日常の生活化として
いる若者にはかなり共感できる思
いがあるのだろう。それに視点が
面白い。
この本は、読み始めればどんど
ん引きずり込まれていく。年代に
よって感じ方が最も違う本ではあ
るが、計算されている展開にも思
える。挿絵のグロテスクさは、評
判があまり良くないようだが、人
間の 怖いもの見たさ的 な欲求
を満たすようにも思える。
ケータイメールを通じて、いろ
いろな事件が起きるのだがこの奇
妙な出来事にどことなくうなずい
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て読んでしまうのは、パソコンと
生活している人だけだろうか。
結末は･･･。あとがきにて、「こ
の本の結末やストーリーは、誰に
も教えないで」と作者が言ってい
るがそのほうが面白い。是非、思
春期の若者（ケータイメールを使
用した事がない人でも）読んでみ
てほしいと思う。また、この年頃
の子を持つ親も是非。なぜなら、
この仮想空間を生み出したのは、
まぎれもない私たち大人なのだか
ら･･･。
この本は、様々な感情を掻き立
ててくれるような気がする。そし
て、いつも隣合わせのケータイ空
間に、ホラー・ミステリー・恋
愛・人間愛など盛りだくさんの世
界が写しだされるのが、新しい。
次の作品が楽しみである。

Vol.8

「6年のブランク!! 日高かわ
せみマラソン10キロの激闘」
日高かわせみマラソンそれ
は忘れられない思い出になっ
た…｡
私は高校生の時に陸上部に
所属し関東大会に出場した経
歴がある。距離が長ければ長
い ほど 私 の 持 前 が 生 か され
た。しかし今回は6年という
ブ ラン クの 中 で の 出 場 に な
る。他の社員も参加する中で、
昔速かったという過去を知ら
れている事もありプレッシャ
ーによる不安もあった。だが
私には唯一の救いがある。そ
れは会社まで 40分 という
時間を掛ける自転車通勤だ。
寒くても雨が降っても、雪の
降る中自転車のチェーンが外
れる事もあった。それでも懲
りずに通勤した日々。あのト
レーニングに値する通勤は、
私の心肺能力、筋力などあら
ゆる部分で有利に働くという
自信が、内心あったのだ。つ
まり不安の中にも密かな自信
を持っていた。
日高かわせみマラソンは今
年で29回目を向える。その日
のコンディションは天候、気温
共に最適であった。数々の大
会で奮闘した過去を思い返し
ながら受け付けを済ます。次
は全盛期の時のようにストレ
ッチ、準備体操、最後はウォー

旅太郎の

た
び
日
記

ミングアップだ。そして、スタ
ートの時が迫ってくる。前日
に購入した軽量シューズの紐
を硬く結び付ける、羽織って
いたジャンパーを脱ぎ、出陣
の準備が整う。
｢パンッ」戦いが始まった。
頭の中が真っ白になる。我を
忘れて無我夢中に前進する。
1キロ程進んだ時、体に違和
感を感じる。オーバーペース
のために体が動かなくなって
いく自分がいた。思っていた
以上に体が鈍っている。
「ヤバ
イ」その言葉が頭を過ぎる。
追い討ちを掛けるように道は
アップダウンを繰り返す。
「誤
算だ」すでに気力頼りの状態
だった。私はとにかく少しで
も前に進む事で頭がいっぱい
−5−

だった。折り返し地点を通過
する、この時点で自分がどの
辺りに位置しているのかが分
かる。順位とすると中間辺り
だろう。少しでも今の順位を
維持したいが、体が思うよう
に動かない。しかし社内順位
は現在トップだ、抜かれるわ
けにはいかない。
足の筋肉が痺れる。スピー
ドが維持できない。ゴールが
近づくと太鼓の音が響いてき
た、その音に元気付けられる
ように、最後の力を振り絞り
スパートした。
「48分52秒」
疲れは一気に吹き飛んだ、
走りきったという達成感が満
ち 溢 れ る。結 果 はというと、
私としては思っていた以上の
結果だと少し安心した。社内
の中では1位だったから、とい
うのも理由の一つである。し
かし周りからは期待以下とい
う事もあり、ブーイングに終
わる。駄目押しとして、一緒
に参加した得意先の人に負け
ていたという事も判明する…
さらにブーイングは広がる。
競技が終わり川辺でバーベ
キューを行った。今も昔も運
動の後の食事は格別である。
日々鍛錬をする決意も固まっ
た。
この悔しさの中、次回への
リベンジを誓う。この次は3
ヶ月後に控える駅伝だ！

電脳かわら版

電脳インフォメーション
■□■個人情報保護法の準備は進んでいますか？■□■
＜個人情報保護法を守り、

個人情報保護法とは･･･

企業信用を失わないための5つのポイント＞

生存している個人が識別される情報。つ
まり氏名・性別。生年月日・住所・電話番

①保有する個人情報の洗い出し

号、さらに履歴・前科・信条などプライバ

②個人情報のライフサイクルの把握
収集 → 利用 → 保管 → 提供・委託

シーに関するものを言います。このような

→ 保存 → 廃棄

個人情報を5,000人分以上、事業に利用し
ている場合は「個人取扱事業者」とされ
「個人情報保護法」を守る義務が生じます。

③管理責任者の設置
④不必要な情報は収集しない
⑤不要になった情報は適切に廃棄

★☆そこでオフィスの必需品｢シュレッダー｣！

個人情報を安全に廃棄しましょう。

個人情報保護法がよく分かるオススメサイト
→http://allabout.co.jp/career/corporateit/subject/msub̲kojin.htm

● 今号の掘り出し物 ●

http://www.oa-land.co.jp
└(ﾟ∀ﾟ└)

【新品コピー機トクトク月間です】 ﾊｯｽﾙ!ﾊｯｽﾙ!!
①Canon iR1500F
モノクロコピー＆FAX、毎分15枚
☆2段カセット専用台付き!!
☆運賃込み!!
5年リースで

￥7,900／月（税込み）
コピー ＦＡＸ
モノクロ
※写真は、イメージです

②シュレッダー
時節がら、流通が激しいため、
売れきれ御免の特価品！

￥70,000〜
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※写真は、イメージです

Vol.8

新年ビックお年玉プレゼント当選者発表
☆「北海の幸」海鮮セットプレゼント…新年ビックお年玉プレゼント発表です！
頂いたの生の声と写真です！ボリューム満点ですね＼（＠＾o＾）／
●東京都新宿区

小出様

当選者様に直接

おめでとうございます!

●埼玉県さいたま市

長谷川様

【声♪】思いがけなく、当たっ

【声♪】
２月２７日に
「北海の幸」

たのでビックリしました。送

お年玉のプレゼント届きまし

ってくると聞いて冷凍庫など

た。家族には、あまり話して

を整理して空けておいたに

いませんでしたので、
（詳し

もかかわらず、ボリュームあ

い内容が分からなかったので話せなかった。）

る海鮮が届き、喜んでいます。ほたて、かに、

突然のカニ、イカ、ホッケ、ウニ、イクラの届

瓶入りのいくら・うに、いかの一夜干し、鮭4

け物にビックリして喜んでいました。
（恥ずか

〜5枚、ほっけ他、盛だくさんなので、しばら

しがって家族は写真に入ってくれませんでし

く海の味が楽しめそうです。どうもありがと

た。）その日の晩は、ホッケのチャンチャン焼

うございました。

きで晩酌が進みました。カニは週末の家族が
そろう時にと考え、まだ食べていませんが、

＊他3名様、ご当選おめでとうございます。
益々、ビックなプレゼントになっていく電脳プレ
ゼント！今後も、ご期待ください！

今週末は早く仕事を上げて早く帰宅する事と
なりそうです。ありがとうございました。

***電脳㈱の掲載記事ご紹介***

今号のプレゼント

今年の1月より起業支援ビジネスに本格的に乗り
出している電脳の紹介記事が、掲載されました！

某一流野球チーム2005公式戦観戦チケット

リサイクル界のイメージ一新に向けて、まだまだ新

15組30名様にプレゼント〜！

しいサービスを提案してくつもりです。

今度は野球観戦チケットです！どの球団か
は当選者様のみわかります。お気に入りのチ

◎実業界3月号

ームの試合はあるかな？フ

2005年2月1日発行

ルってご応募くださいね！

Close up 起業支援コー

※この券は、試合当日に入場券と引き換えできるチケ

ナーにて（P100）

ットです。（2005年度の一部試合を除く公式戦で、
ご都合のよい日に観戦できます)

◎日刊工業新聞
2004年12月21日発刊

（注）
大阪ドーム・神戸球場ではご利用できません。(m--m)

その他詳細は、チケット裏に載っています。

情報通信・エレ
クトロニクス欄

さあ、友人・

にて

恋人・家族、
誰かを誘っ
て、野球観戦
に行こう！
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プレゼント応募・お問い合わせ
FAX送信シート
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
本誌の感想、プレゼントの応募、機器に関する質問・お見積もり、その他お気軽にお問い合わせ下さい
法
代

人
表

者

ご
電

名

住
話

名
所

番

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

号

メールアドレス
プレゼント名
お問い合わせ等

本誌へのご意見・ご感想

04-2922-5424
御社の広告掲載、あなたのお気に入りのお店情報等、是非お寄せ下さい。
Eメールでも受け付けております。

E-mail info01@dennoh.net
ホームページ http://www.oa-land.co.jp
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この春の花粉はすごかった〜。
新車のフロントガラスが黄色く染
まったのには涙しました・・・。
はよ、夏よ来い！

（S・A）

プロ野球のセパ交流戦、楽しみ
ですね〜！

（Dix-Huit IBA）
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池袋大山店
〒173-0021
東京都板橋区弥生町71-3
TEL.03-5986-0020 FAX.03-5986-2444
仙台支店
〒983-0852
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TEL.022-297-5253 FAX.022-297-2464

