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『清話会セミナー』参加希望者、募 る! !
電脳のユーザー様に限り、清話会主催のセミナー・講演会に無料で
参加できます。定員がありますので、お早めにご連絡下さい。
＜連絡先→P.8参照＞

●7月23日（土）14：00〜15：30【会場】全電通ホール

時代はこう動く！これからの損をしないための生き方
〜雇用する側・される側、資産を持つ人持たぬ人、
それぞれがどう時代に向き合うべきかを考えよう〜
講師

経済アナリスト・UFJ総合研究所客員主席研究員・独協大学特任教授

森永 卓郎 氏

旅太郎の旅日記…………… 5
「郷里を辿る」
電脳インフォメーション… 6
コピー＆トナー紹介
プレゼント当選者発表 …… 7
伊賀っちのリベンジ日記 mini

●7月26日（火）16：00〜17：30【会場】清話会ビル3階会議室

コミュニケーションアップでよい人間関係づくりを
〜職場で日ごろの生活でいますぐ使える魔法の一言〜
講師

今号のプレゼント………… 7

人材育成アドバイザー

ふくだ 友子 氏

…………………………… 7

※懇親会…17：40〜18：20（有料・別途1000円）

FAXお問い合わせ ………… 8
プレゼント応募用紙……… 8

今号のプレゼント
旅行・主張用
携帯便利ケース
詳しくはP7へ

期間限定 文具ランド OPEN！
所沢店に激安の文具ランドがOPENします
毎週土曜日 10：00〜18：00
スタッフ一同、
ご来店をお待ちしております！
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電脳かわら版

旬 COOL BIZ
〜クール・ビズ〜

前号に続いてまたまた環境がちょっとブーム♪
環境省では、地球温暖化を防止するため、夏の
オフィスの冷房設定温度を28℃程度にすること
を公言しています。通称「COOL BIZ（クール
ビズ）」。夏を涼しく過ごすための新しいビジネ
ススタイルという意味が込められています。先
日、小泉総理大臣がかりゆしスタイルで、話題
になりましたが、実は、ネクタイと上着を脱げば、
体感温度でなんと2℃の差が出るそうです。
とはいうものの、街のサラリーマンには「ネ
クタイがないとやる気が出ない」、
「ネクタイ・上
着は戦闘服」などと、なかなか脱げない方もた
くさんいらっしゃるようです。外出時と内勤時を
使い分けるなど上手に涼しくできたらいいです
ね。そこでちょっとした工夫でクールになれる
スタイルをご紹介！

クール・ビズを決めるポイント！

まず、第一ボタンを開けた時に襟元がしっかり
立つシャツを選びのがポイント。上のシャツの中
で、好評なのが

ドゥエボットーニ型

のシャツ

です。最上ボタンが縦2つついているので、襟元
がきれいに立ちます。
また、家庭でワイシャツをプレスする場合、衿
に多めに糊をスプレーすると、カチッとした形を
長時間保つことができますよ。
これで日本の男性諸君も、おしゃれでクールな
奴に変身してみては、いかがでしょうか？
(参考：環境省地球環境局)

電 脳 W O R L D
OAランドは、見学だけでも大歓迎！
皆様、こんにちはOAランド田町東京本店店長の進藤です。
田町東京本店も早いものでオープンいたしまして8ヶ月が経ちました。私
は田町東京本店に配属になる前は新宿店店長と致しまして8年程勤務してお
りました。新宿店移転をかねて田町に店をオープンすると聞いた時、田町？
恥ずかしながら私は田町という地名は知っておりましたが、駅で降りたこと
進藤

潔

1962年4月20日生
東京都練馬区出身
好きな食べ物：
グラタン
趣味：
ゴルフ

も無くまったく未知の領域だったのです。どんな町だろうとオープン前に探
索しておりますと駅前には森永ビルそして、NECの本社ビルが天高くそびえ
立つビジネス街だったんです。ここならお客様のニーズにお答えできる！起
業家の方たちのお手伝いができると確信いたしまして、オープン以来1000人
近くのお客様に御利用いただき大変ご満足いただいております。今年に入り
5月にはOAランド中野坂上店がオープンし、年内には数店舗のオープンを予
定しております。皆様方のお近くにオープン致しましたら是非お気軽に御来
店下さい。OAランドは覗くだけでも大歓迎です！！
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株式会社エルソル
代表 森 重寧

〒171-0041
東京都豊島区千川2-37-4エスポワール1F
TEL：03-5964-5037 FAX：03-5964-5038

弊社は2005年2月2日に起業した設立間もな
い会社です。現在、スタッフ10名で和気あい
あいと頑張っています。OAランドさんから先
日複合機を購入した事で、ご縁ができました。
非常に良い品を低価格で提供していただき、
社員一同大変喜んでいます。
弊社は家庭用太陽光発電システム・オール
電化（エコキュート・IHクッキングヒーター）
の販売を行っています。太陽光発電やオール
電化は、近年非常に脚光を浴びており、皆さ
んもテレビのCMやニュースの特集などで、日
に1度は耳にする言葉になったのではないでし
ょうか。しかし、言葉の認知度とは裏腹に、
その能力やメリットなどの浸透となるとまだ
まだ、と言ったところです。私たちの最初の
仕事は、まずお客様に太陽光発電・オール電
化がお客様の生活をどのように変えるか、そ
れを説明し、ご理解いただくことです。
太陽光発電システムは、太陽電池パネルを
設置することによって作った電気で、電気代
を節約し、それでも余った場合は電力会社が
買い取ってくれる、という仕組みになってい
ます。また、ガス給湯器をエコキュートに、

ガスコンロをIHクッキングヒーターにするこ
とで光熱費からガス代が消え（オール電化）、
安全な生活になります。エコキュートは1ヶ月
のランニングコストが約1,000円です。そして
IHクッキングヒーターはガスコンロより早く
お湯が沸きます。どちらも非常に節約効率の
高い商品です。今までの光熱費から節約でき
た分を、設備費に回していただく、という形
でご負担の無い提案をさせていただいていま
す。
先般、政府が省エネ対策として提唱してい
る「夏のビジネス軽装（クール・ビズ）」が開
始され、地球温暖化対策の具体化がますます
身近になっていますが、私たちの携わってい
る「太陽光発電システム・オール電化の販売」
という仕事は、会社の利益がそのまま環境問
題や省エネに貢献できる、といった点で、ま
さしく今日のあるべきビジネススタイルのモ
デルであると自負しております。
会社名の エルソル はスペイン語で「太
陽」を意味します。私たちはこの「太陽」の
恵みで、お客様に安全快適で、地球に優しい
生活をお届けするべく、日々成長しています。
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♪タン タン タン三昧

SPOT
気になるお店

たん焼「忍」
午後 5：00〜11：00
日曜・祭日
東京都新宿区四ツ谷三栄町16番地
TEL.03-3355-6338
※中央線四ツ谷駅
みずほ銀行
四ツ谷口より徒 Ｊ
ローソン
Ｒ
四
谷
歩7分
駅
コージー
コーナー

忍

梅雨のうっとおしさを吹き飛ばす
ような美味しさをご紹介！新宿の四
ツ谷三栄通りにある開業27年の老
舗 タン焼き 忍 。大変人気のお
店で牛価格高騰の煽りもなんのそ
の、連日行列のできる店です。
民芸風な木造の店内で、まず
は ゆでタン を頬張って…やわ
らか い！厚 い！美 味 い！の 三 拍
子。これには生ビールがよく似合
う！そして7時間煮込んだという
どて煮 のブツ切りのこんにゃ
くと、とろけたタンがとてもおいし
い。続いてタン焼き、デミグラス
ソースの効いたタンシチュー、さ
っぱり和風のタン雑炊。雑炊は、
暑さに疲れた胃にもやさしそうで
す。まさにタンづくし！箸休めの副
菜 冷やしナス や 冷やしトマト
もなかなかの味。

そしてこのお店、
美味しいのはタン
だけでなく、お 店
の人たちの心使い
がまた美味しい！
混んでいてガヤガ
ヤしたにぎやかな
店内なのに、なん
となく品 が ある。
店主の奥様 忍さ
ん の優しい笑顔
に、リピーターが多
い のも頷 け ます。
週末には女性客や
ファミリーも多いと
か。ゆ でタン・塩
タン・味 噌タン 各
1200円、タン雑炊
600円、タンシチュ
ー1350円etc．

ゆでタン

塩＆ミソ

煮込み

雑炊

「運命とは始まりであり、終わりである」

SELECT
ちょっといい本

「わたしという運命について」
著

者：白石

定

価：1,600円

一文

発行所：角川書店

すべてを言い訳にすれば、良
いことも悪い事もすべての出来
事は、運命なのである。この一
冊にしていかにたくさんのドラマ
を織り込んでいることか･･･と途
中ストーリーに疲れるところもあ
るが、最後は実にドラマチックに
終わっている、という事にしてお
こう。たぶん、主人公の女性と
同世代以上の女性には、何とも
腑に落ちない結末であろう。
一 度 運 命 を 感じた 男 性と別
れ、その男性は自分の後輩と結
婚し、そして離婚。そしてやっと
その男性と主人公は結婚する。
なんてTVのドラマにでもなりそ
うなストーリーに感動する30代は
あまりいないであろう。まして一
人の男性を待ち続けるというの
も、なかなかあるものでもない。
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今の30代は仕事もお金もそこそ
こあり、やりたい事をある程度自
由にできる環境にあり、それこ
そ運命を自分で決められやすい。
結婚して自分の時間と気持ちを
捕られるより、一人でいる自由
を選べるのである。ただ思うに、
女は鏡を見るたびに時間の流れ
を感じ、ゾクッとしていく生き物
であるから、その時やはりいっ
しょに年老いていく誰かがいて
くれたら(やはり家族だろうか)、
様々な運命も素直に受け入れて
生きていけるのだろうかと思う。
この小説の展開には「えー、ど
うして」と言いたくなる展開が山
ほどあるが何となくさくさく読め
る面白い一冊である。
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「郷里を辿る」
福島県は明治4年の廃藩置
県により、磐前・旧福島・若松
の3県を統合し県となし、全国
第3位の面積を有し、南か北へ
連なる阿武隈高地と奥羽山脈
によって中通り、会津、浜通り
の 3 つの 地 方 に 分けられ る。
今回は、訳あって私の第2の故
郷である会津若松市に帰った。
会津若松市は、江戸時代、会
津松平藩の城下町として栄え、
外部から守るための筋違いの
道路や蔵造りの町並みなど当
時の面影を残す。今でこそ、地
球温暖化の影響か積雪も昔ほ
どではないが、遠く北側に見
える飯豊連峰の峰々には7月
まで雪を頂く。白虎隊や戊辰
戦争に象徴される鶴ヶ島城や
飯盛山など名所・旧跡が残り、
その城に近いところに住み、小
学校から中学校時代を過した。

そんな街を一時間半かけて、
思い出を辿りながら、ゆっくり
と走った。東山温泉から流れ
る湯川を右に見て城東町を基
点に、10分程進むと「桜湯」と
いう銭湯がある。風呂のない
アパート住まいだった為、ここ
で温まり帰りに飲む冷たいコ
ーヒー牛乳が何よりの贅沢で
あり楽しみだったことを憶えて
いる。
鶴城小学校へ向かう。明治
6年創立。小学校5年の時、父
の仕事の都合で転校しその時

旅太郎の

た
び
日
記

担任だった橋本先生に絵を書
く楽しさを教えて頂いた。そ
の時の言葉は今も残っている。
「上手に書こうと思わないで良
く見て心をこめて書けば良い」
と。ちょうど会津城（鶴ヶ城）
が
築城されれた年で写生会に行
った記憶がある。今は時を重
ね、すっかり苔むして風格と重
厚さを兼ねそ なえた感あり。
中学もそこから5分位のところ
にある。その当時の担任女教
師
（国語を教えていた遠藤純子
先生）
に、机に伏せて字を書く
クセのあった私は、机とおでこ
の間に定規を入れられ、
「近い
ですよ」と言われた事を思い出
す。剣道部に所属し、城まで袴
姿に素足でランニングしたこ
とや、色々と思い浮かぶ。昔は
−5−

広く感じた街も走って見ると、
距離感が違っていたり、高いと
思っていた建物が低く感じた
り、年齢とともに見えてくるも
のがある。そう考えると、あま
り同窓会なども出ないほうが
良いかも知れないと思う。初
恋の人や憧れた人は綺麗な思
い出として残しておく方が幸せ
かもしれない。
私の生誕地は、ラーメンで有
名な喜多方市よりさらに奥に
入った「山都」という街である。
ただ私の記憶の中では、一度
も行ったことがなかった為、車
で足を伸ばしてみた。喜多方
と山都の間に石で積み上げら
れた支柱に鉄橋が渡してあり、
休日には今もSLが通る嬉しい
絶景。帰りに喜多方市へ寄り、
喜多方ラーメンを頂く。
「まこと
食堂」久し振りにシンプルだけ
ど 美 味 しいラーメンを 頂く。
580円也。別の店でさらに別
腹とばかり、いろりで串で焼い
てくれる「でんがく」厚揚げ・里
芋・しんごろう
（じゅねん味噌）
のきりたんぽ版、山椒で漬け
たニシンがうまかった。私はい
つもふらふら寄り道タイプで
ある。その恩恵といってはなん
だが、どこの街でもいい店に当
たる。人生も山あり、谷あり、
寄り道ありの方が案外、終わっ
てみると味わいのあるいい道
程かもしれない。

JR東日本のCMで放映中

電脳かわら版

電脳インフォメーション
☆★☆

7・8月決算セールスタート！

☆★☆

http://www.oa-land.co.jp
●SHARP AR-163FG●
メーカーとのコラボレーションにより、OAランド価格でのご提供！
8月末までの限定商品です！
万全のメンテナンス体制を確立し、全国規模で保守が受けられます。

NEW

●シャープ複合機／AR-163FG
5年リースで

￥7,900／月（税込み）

メーカー希望小売価格：￥787,500−
機能：モノクロコピー・FAX・プリンター・カラースキャナー
自動原稿送りつき
激安なのに
質は高い！

給紙カセット2段

毎分16枚／A4

備考：この商品は新品となります。
運送費・消耗品は別途となります。

新品！

8月末ま

で

【店員より一言】
コンパクトサイズでコピー・FAX・プリンター・カラースキャナーが一体になっており、
SOHOや新規にオフィスを立ち上げる方々に非常に人気の高い商品です。
月間コピー枚数が1,000枚以下の方に特にオススメしております。
コピーキット方式のメンテナンスとなるので、全国で保守が受けられます。

☆★☆ リサイクルトナーカートリッジ売れ筋ベスト5 ☆★☆
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5

商品名
Canon/EP-62
Canon/カートリッジP
富士ゼロックス/F469
Canon/EP-K
富士ゼロックス/F440

定価
￥40,000
￥40,000
￥139,200
￥33,000
￥40,000

※全国送料無料！(一部地域を除く)
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OAランド価格
￥5,600
￥9,600
￥18,900
￥5,940
￥15,750

▼
詳細は
ホームページまで！

▼

http:www.
oaland.jp/tonner/
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「伊賀っちのリベンジ日記mini」

***電脳㈱の掲載記事ご紹介***

***横田駅伝！！ リベンジの結末***
前回、日高マラソンにて屈辱の敗北に帰したあの

またまた、当社の記事がビ

時から、私は彼に勝つための意志に燃えていた。

ジネス雑誌に紹介されまし

今回リベンジの場は横田駅伝だ、その日は私を迎

た。今回は、恥ずかしがりや

えるような梅雨と思わせない晴

の社長の写真まで載ってしま

天だった。6月19日その時は来

いました〜。起業に興味のあ

た。AM10:30、ピストルの音と

る方は、是非ご一読あれ!

共に私は走り出す。結論先出し
で言うと、今回も負けてしまう

Ａチーム

結末になってしまった。敗因は
オーバーペース、1.5キロ過ぎか

◎ビジネスチャンス7月号（2005）

らの腹痛…。言い訳はいけませ

㈱サクセスマーケティング出版
P47

んね…。

第3特集

連続の敗北で私は目覚め、あ

リサイクルビジネス

らたなリベンジ魂に火が注がれ

開業のツボ のツボ7

る。次回はリベンジの一歩とし

Ｂチーム

て、一人ロードレース大会に参
加し、23分16秒（5キロ）とい
うライバルの記録を破る。
私の挑戦は続くのであった。

Ｃチーム

★順位：1位Bチーム 2位Aチーム 3位Cチーム
（伊賀です）

前号のプレゼント
当選者発表

今号のプレゼント
今回は、｢旅行・出張用携帯便利ケース｣を10名様にプ
レゼント！8ページの応募用紙に必要事項をご記入の上、

おめでとうございます！
林恒夫事務所

FAXを送っていただくか、もしくはメールにてご応募下
さい。応募多数の場合、抽選となります。

様
（東京都）

なお、発表は次号の紙面にてお知らせ致します。締め
切りは7月末日までです。皆様からのご応募、心よりお待

他15組30名様が厳選なる

ちしております。

抽選の結果、ご当選されまし

★旅行・出張用携帯便利ケース

た。たくさんのご応募ありが

グレーのハードポーチに大・

とうございました。
今月もたくさんの応募をお
待ちしています！

中・小の袋がついています。髭
剃りやクシなど身だしなみ用品
を入れたり、使用後の衣類を入
れたりできます。ポーチは固く
しっかりしているので用途も広
くとっても便利！夏の旅行のお
供にゲットしちゃおう☆！
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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 info@oaland.jp
ホームページ http://www.oaland.jp
編集後記
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あ〜暑い。熱い日々が始まった。
次号では、重大発表が…
乞うご期待!!

（Sa）

祝！ドイツワールドカップ出場！
今から本大会が楽しみですね。
（Dix-Huit IBA）

本社
〒359-1106
埼玉県所沢市東狭山ヶ丘3-719-1
TEL.04-2922-5252 FAX.04-2922-5424
港支店
〒108-0014
東京都港区芝4-7-8
TEL.03-5445-2550 FAX.03-5445-2900

−8−

仙台支店
〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡3-7-30
TEL.022-297-5253 FAX.022-297-2464

