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第一回 電脳異業種交流会のお知らせ
皆さん、｢新会社法｣が来春からスタートする事を
ご存知ですか？
これまで、｢会社｣の法律というのは、商法や有限
会社法などバラバラだったのですが、これが｢会社
法｣に一本化されます。当社では、これに先駆けて
｢新会社法｣施行にともなう講習会、及び異業種交流
会を開催いたします。どなたでも、参加できますの
で奮ってご参加ください。
講師

武藤綜合法律事務所

弁護士

武藤 功

URL：http:www7.plala.or.jp/muto-law/index.html
日程
時間

平成18年1月12日（木）
開始15：00（受付14：40〜）
講演（15：00〜17：00）

会場

交流会（17：00〜19：00）

トスラブ赤坂
千代田区永田町2−12−4山王興和ビル2階

清話会セミナーのご案内… 7
年末年始の営業案内……… 7

主催

電脳

FAXお問い合わせ ………… 8

会費

●一般

1名様：8,000円

●会員

1名様：5,000円

プレゼント応募用紙……… 8

株式会社起業家支援事業部

（尚、今回事前にお申し込み頂いた方は全て会員様で承ります）

ダブル

今回の Ｗ 旅太郎は読みごたえがあ
ります。貴方はどちらの旅太郎が
お好き？

武藤功先生

定員

満員になり次第、締め切らせていただきます。

備考

初回のため、全員の方が初の顔合わせとなりますので、お気軽

お申込はお早めにお願いいたします。
（申し込み〆切日：1／7）
にご参加頂けることは間違いなしです。また、今回は記念すべ
き第一回と言うことと新年会を兼ね、飲み放題にて設定いたし
ました。また、お料理も中華のコースをご用意させて頂いてお
りますのでかなりお得なプランです。
※詳細及びお申し込みは、別紙をご覧ください。
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「都市のファンタジア」

旬 "Fantasia della Metoropoli"
今年も、この季節がやって来た。街中は、
あちらこちらイルミネーションでいっぱいだ。
その中でも特に有名な「東京ミレナリオ」。本
年度のテーマは「都市のファンタジア」で、
日本から見たヨーロッパ がコンセプト。
「東京ミレナリオ」は、東京の街を舞台装
置に見立て、人々が夢や喜びとともに出会
い・触れ合う「東京の新しい祝祭」として
1999年から開催している。第１回目からの通
算累計も1,439万人となり、東京の新しい祝祭
として定着し、東京の冬の風物詩となった。
今年度は、2005年日・EU市民交流年のファ
イナルイベントとして、年間を通した「人と
人との交流事業」の最後を飾る。
来春には東京駅丸の内本屋を大正3年創建当
時の3階建てに復元・保存する事となり、工事

が始まるので、丸の内の景観や安全の問題上
等から、来年以降は休止することとなった。
今年で見納めの絶景を、果たして誰と見に
行こうか。
【開催期間】 2005年12月24日（土）〜
2006年1月1日（日・祝）
【点灯時間】 12月24日（土）〜31日（土）
17：30頃〜21：00頃
1月1日（日・祝）
0：00頃〜3：00頃
【会
場】 東京都千代田区丸の内
丸の内仲通り、JR東京駅丸の内
口前、東京国際フォーラム
http://www.nifty.com/millenario/flash/info/index.htm

電 脳 W O R L D
2006年、戌年もがんばります
はじめまして。田崎と申します。電脳には、記念すべく年ミレニアム
（2000年）の4月に入社し、早5年8ヶ月が経とうとしています。入社当時は右
も左も分らず、一般常識もあまり分らない私に先パイ方は親切に教えてくれ、
現在に至っています。大変感謝しています。時には、怒鳴られ、悔し泣きし
た日々もありましたが、今となっては良い（懐かしい）思い出です！！
田崎藍奈
198#年7月26日生
O型 しし座
好きなもの：
カニ・エビ
嫌いなもの：
きのこ類
趣味：地域限定キテ
ィちゃん収集（中国地
方が集まりませ〜ん）

業務的には、常に事務所におり、事務的な仕事、及び消耗品（トナー・カ
ートリッジなど）の販売担当をしています。消耗品は、日々種類が増え、覚
えたりするのは大変ですが、お客様に安く・良いサービスが提供できる様、
今後もがんばっていこうと思います。
2005年の始まりに1年の目標をいくつか心に決め、スタートしましたが、
今現在、全部達成できていません。（内容はヒミツです！）残り1ヶ月となり
ましたが、自分の目標が達成できる様に過ごしていこうと思います。
今年も残りわずかですが皆様良い〝2006年〟をお迎えください。
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電脳インフォメーション ①「お買い得！編」
X'mas セール実施中！
各店舗のサンタがお待ちしております〜！
─ 中古コピー機・複合機を一斉値下げ！ ─
とうとう12月に入りました。師走と呼ばれる時期だけあって、お忙しい方が増えてい
ます。そんな忙しい方々をサポートするOA機器を、よりお求めやすい金額でご提供！
OAランドは価格の限界に挑戦中です。賢い者が得をする時代の波に乗って下さい。
ホームページよりちょこっとご紹介！
シャープ複合機／AR-265FG
OAランド特価 ￥198,000（税込：¥260,000）
※メーカー希望小売価格：￥1,299,000

機能：コピー・FAX・プリンター
インターフェース：パラレル
自動原稿送り付き
給紙カセット：4段
毎分：26枚/A4
【担当者からのコメント】
ピックアップ商品！台数限定でしたが、多くのお問い合わせを
頂いたため、セール対象台数増加しました。コピー・FAX・プ
リンターの1台3役をこなす高性能商品。毎分25枚/A4のコピー
スピードなので、月間約1000枚以上刷られる方に特にオスス
メしています。複合機界の四天王、シャープの製品なので全国
的に保守サービスを受けられます。

シャープ複合機／AR-265FG
OAランド特価 ￥168,000（税込：¥198,000）
※メーカー希望小売価格：￥1,299,000

機能：コピー・FAX・プリンター
インターフェース：パラレル
自動原稿送り付き
給紙カセット：4段
毎分：26枚/A4

※写真はイメージです

【担当者からのコメント】
上記の商品がさらにお安くなりました！ただ外装が黄ばんでい
るという理由で3万円OFF！もちろん機器的には問題はありま
せん。単純に外装が日焼けているという理由でこの金額です。
夏のサマーセールのような黄ばみ大特価！2度はありませ
ん！！在庫無くなり次第、予告無しに終了します。売り切れの
際は何卒ご了承下さいm(̲ ̲)m

気になる商品は、即お問い合わせを
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E-mail info@oaland.jp
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「所沢シティマラソン」
12月4日
（日曜日）
天気曇り、気
温13.5度、午前8時45分、西武イ
ン ボ イ スド ーム よりス タ ート
21.095kmのゴールを目指す。
昨年、ホノルルマラソンに参加
し、両膝を痛め「ぼろぼろ」になっ
てゴールした私は今年、密かにリ
ベンジをはかるべく参加を予定し
ていたが、今とても仕事が繁忙を
極め、一週間近くも休める余裕が
ない為、地元の所沢シティマラソ
ンに切り替えた。
ところがスタートしてみると、結
構、楽しめた。ドームのスタート正
面の電光掲示版が10秒前からカ
ウントダウンをはじめ一斉にスタ
ート。公道に出て右折、後方から
のスタートだった為、かなり「ゆっ
くり」のスピードから入る。全然
苦しくない。1kmほど、進んだと
ころで左折し狭山湖にそって回り
こみまたもとの道に戻り、山口の
坂を登りきり、右折。椿峰の坂を
また戻る様に上がる、いつもだと
30分から45分程度、ウオーミン
グアップしてからスタートするの
だが、今回はスタート15分前に着
きそんな時間もなくいきなりだっ
た為、ちょうど5km地点くらいで、
体が温まり、とても気持ちの良い
軽快な足取りになって上り坂も難
なく上りきる。右手の校門の前に
は、少年野球の一団が12人ほど
列をなし声援を送ってくれる。そ
の全 員とハイタッチしながら通
過、更に4kmほど進むと右手にイ
ンデアンの格好をした親（父）
と
子
（娘）
が旗を振って声援、思わず
嬉しくなって奇声をあげ手を振っ
て答える。ホノルルマラソンの時
は「なんてこの大会は温かい声援
を送ってくれるんだろ」なんて思
っていたが、気温の差はあるもの
の、なかなかどうしてこの大会も
温 かいし楽 しいと感 じてくる。
10km位の距離だと、時間だけ気

旅太郎の

た
び
日
記
にしてゴールを目指す為、苦しい
だけで、そんな余裕はなかったの
だが、20kmの長丁場だと色々と
感じられ 余 裕があり楽しめる。
15km地点、早稲田大学の緩やか
な坂を上り、折り返し左折300m
ほど進むと最大の難所である傾
斜約30度の急斜面の壁が立ちは
だかる。ここは兎に角、前傾姿勢
を取り足を前へ前へと運ぶ。ここ
で止まったら、気持ちが切れる。
登りきる。アスファルトの道から
山道へ下る。両側に鬱蒼と茂る
広葉樹。12月と言えど、まだ紅葉
の名残りを見せ、一時の清涼感。
そこからわずかに登り、あとは一
気に駆け降りるだけ。足の痛み
はなし、心臓も大丈夫。気力も充
実。スライドを伸ばし勢いよく駆
け下りる。最後の足切り関門通
過。残り5km、今、来た道を戻る。
途中お年寄りから小さいお子さん
まで沢山の人に声援をうけ、ほと
んどに反応し、声援に答える。兎
に角、楽しい！時計を見る。この
ままだと2時間は充分切れる。人
は人、自分に勝つことにのみに集
中。狭山湖入り口の信号を右折
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し緩やかに登る。これを登りきれ
ば、あとは下りと平坦な道。登り
きり最後の給水所、ポカリスエッ
トが気管に入りむせる。さあ最後
の2.5km、一気に、残り1km地点。
ここからは直線。時計はあと7分
以内にゴールしないと2時間が切
れない、頭は垂れ、自分の足もと
を見てなんとか気力を振り絞り一
歩一歩、前を目指す。ドームに入
り残り半周「苦しい苦しい苦しい
よ〜」ゴールへ駆け込む1時間59
分25秒。その場にへたり込みド
ームの白い天上を仰ぎながら呼
吸を整える。充実感、達成感がひ
たひた…。楽しいと思ったこと3
回、快適で爽快と思ったこと2回、
苦しいと思ったこと2回。人生を
凝縮した様なこの2時間、こんな
短時間で人生のあれこれ楽しめ
るスポーツはそんなにないんじゃ
ないかなぁ。自分の体力がつづく
限り今後も続けていきたいと思
う。
「マラソンの楽しみ方」
人に同調せず、惑わされず、自
分のペースを守ること。沿道の声
援してくれる人に思いっきり反応
しお祭り気分で楽しむこと。
順位はきにしないこと。お年寄
り、小学生、中学生、おばさん、ま
た、がに股で走り去る人に抜かれ
ても、その人は日頃、自分より数
倍、努力しているんだと納得して、
あたたかい気持ちで後ろ姿を見
送ること。
前回の自分の記録よりは1秒で
も早くを心がけること。
そんな楽しみ方ができるのは
ハーフの距離が最適である。
高橋尚子がシドニーオリンピッ
クで金メダルをとった時、とても
楽しい42.195kでしたとコメント
していたが満更、本当かもしれな
い。私にとっても楽しい楽しい2
時間でした。

Vol.11

10km31分過去の栄光の再来を
夢見て、初めてのハーフマラソ
ン！！ パートⅠ
11月13日第6回東京シティマ
ラソン、初めてのハーフマラソ
ンへ参加した。この距離を走破
するために、会社が終わってか
ら夜中に、近所の公園を走る事
も多々あった。場所は皇居であ
り、桜田門を抜けた時計台がス
タートになる。穏やかな天候の
中、スタートを切った。天候が
良く皇居を囲む湖が眩しく照り
返し、水鳥がとても綺麗に見え
る。皇居の自然を楽しむ思いで、
私は走り続けた。
皇居は一周5km程の距離。3
週目に入ると、私より少し早く
走る青年に追い越される。負け
ず嫌いの私はその流れに挑む。
さらにもう一人が2人に加わり、
3人でけん制し合う場面に…。
必死に一進一退を繰り返し、ラ
スト4週目に入った時、遂にその
反動はやってきた。足が鉛のよ
うに重くなる、徐々にでは無く
突然に、後6kmも残っているの
に…。ここまで、1km5分のイー
ブンペースで進んできたが。そ
のすべてが、この瞬間崩れた。
しかし、歩いたら自分の負け
だ！！そう自身に言い聞かせ、必
死に一歩一歩前進する。おそら
く歩行者と同じくらいのペース
になってしまっただろう。緩や
かなのぼりに差しかかるが、そ
の登りがまるで、断崖絶壁を登
るかのような感覚に襲われる。
もう水鳥など見る余裕はまっ
たくない。その中で、周りで応
援している人達が目に入る。見
ず知らずの私を応援している人
達、自分に負けるわけにはいか
ないと、必死に走った。左足は
ほぼ動かない、動く右足を精一
杯使い、全身全霊で走る。ゴー
ルが見えてきた。なんとも言え

旅太郎の
伊
賀
っ
ち
バ
ー
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ン
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記

ない感動がそこにはあった。
ゴールと同時に達成感に満ち
溢れる。やりきったこの感動、
そして応援してくれた人達への
感 謝 の 気 持 ちが こみ 上 げ てき
た。ゴールして横たわっている
と、係員の人が水を差し出して
くれた。
「大丈夫ですか」と、感
謝、感謝の連続だった。疲れた
体以上に得た満足感がそこには
あった。とても充実した気分で
私は皇居を後にした。タイムは
2時間10分という結果に終る。
次は12月4日の所沢シティマ
ラソンだ。
第16回所沢シティマラソン
12月4日 敵は自分！目指せ自
己ベスト！！ パートⅡ
前回の失敗から、走り込みを
行い、私は不安と楽しみの中で
走りだした。このコースは1km
毎に走行距離の標識が掲げられ
ており、ラップが計れる。しっか
りとしたペース配分を組めるの
だ。そして始めの1kmを4分44
秒で入る。実に縁起が悪い。前
回の東京シティマラソンにおい
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ては1km5分で走り、足が動か
ない状態になった。そのため練
習の段階で1km5分30秒での速
度を体に覚えさせた。
途中一つの小さなドラマを発
見した。あれは恐らく、先輩と後
輩の関係であり、2人のランナー
が併走していた。私はその後ろ
にぴったりと付いていたのだが、
その中で会話が聞こえた。
「この
ペースで走れば完走できるから、
周りに惑わされるな、競争相手
は自分なんだからな。
」誘拐など
の悪いニュースが飛び交う中で、
信念を持ち、純粋に生きようとす
る心情に心を打たれた。14km
通過地点で困難な走路に遭遇！
車でも一苦労となりそうな登り
なのだ！すべての人が個々バラバ
ラの速度に失速する。歩く人、歩
行速度で走る人、ここぞとばかり
に速度を上げる人。これは、逆境
にぶつかった時の行動に等しい
のかと、苦しまみれに感じつつ必
死に駆け上がる。
残り3km地点で肉体は限界を
向かえる。足が重い、意識がう
っすらとしてくる。視界がぼや
けてきた。動かない足を必死に
なって、前進させる。そんな時
に、会 社 の 人 の 声 援 が 聞 こ え
た！私は最後の力を振り絞り、
長く続く最後の坂でスパートを
掛ける。
タイムは1時間57分38秒だっ
た。前回の時よりも13分ほど短
縮できた。自分自身への挑戦の
中で大きな満足を得た。しかし
それ以上に、応援してくれた人
達への感謝の念も込み上げる。
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電脳インフォメーション ②「新品！編」
Sale!

☆★☆

X masセールスタート！

☆★☆

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！

12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。

明光商会／MSシュレッダー MS-F1
OAランド特価 ￥21,905（税込：¥23,000） ※メーカー希望小売価格：￥41,790
カット方式：クロスカット 投入幅：220mm（A4） 裁断寸法：4×20mm
最大裁断枚数：7枚（A4上質紙）
（定格5枚） サイズ：W369×D225×H400mm 質量：8kg
容量：12リットル（A4用紙：約130枚） 定格消費電力：約140/100W
・インターロックスイッチ ・オートスタート＆ストップ ・オートカット ・オーバーフローストップ
・屑箱スイッチ ・ロッカースイッチ（ブレーカー兼用） ・電源、屑満杯ランプ

明光商会／MSシュレッダー MS-F2
OAランド特価 ￥38,000（税込：¥39,900） ※メーカー希望小売価格：￥72,450
カット方式：クロスカット 投入幅：220mm(A4) 裁断寸法：約4×25mm
最大裁断枚数：13枚（A4上質紙）
（定格8枚） サイズ：W390×D268×H573.5mm 質量：14.4kg
容量：14.6リットル（A4用紙：約180枚） 定格消費電力：約140/100W
・CD/DVD裁断可能 ・オートスタート＆ストップ ・オートカット ・オーバーフローストップ
・オートリバース ・屑箱スイッチ ・電源、エアーランプ ・屑満杯ブザー

☆SOHOの方に大人気の商品！☆

強力モーターを採用し、効率性・耐久性に優れ、音も静かです。オートスタート＆ス
トップ機能により、紙を投入するだけで裁断開始。終わると自動で停止する便利機能を搭載。また、能力以上の紙を投入す
ると自動的に逆回転して運転を停止。メディアシュレッダーとしても利用でき、CD類の裁断も可能です。電源を入れている時
はネクタイを裁断されないように気をつけて下さい。
。
。保証半年・全国送料無料にてお届け致します！
（一部地域除く）
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【清話会セミナーのお知らせ】参加希望者募集！
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、お早めにご連絡ください。＜連絡先→P.8参照＞
●商売で大事なことは全部セブンーイレブンで学んだ
─ 強さの秘訣「単品管理」はこうして実現した
日

時

1/27（金）14：00〜15：30

会

場

清話会ビル3階会議室

講

師 （有）ライトスタッフ代表取締役、
元セブンーイレブン・ジャパントレーニングストア教育担当
岩本

浩司氏

●これからの人材採用・活用のために
─ 大学の現場から……いま、若者達が置かれている状況とは
日

時

1/24（火）14：00〜15：30

会

場

清話会ビル3階会議室

講

師

立教大学コオプ
小島

コーディネーター

貴子氏

イルミネーション
にちなんで
映画「大停電の夜に」が上
映中！いつになくイルミネー

今年のニュー
フェイスです！
所沢店入り口にて、皆様を
お迎えしてまーす。

る…。次に明かりが灯る時、

【年末年始休業のお知らせ】

それぞれの新しい自分が始ま

O A ランドの 年 内 営 業 は 、

る…。 今年のクリスマス一緒

12月28日
（水）
まで、年始の

にいたいのは…

てはいかがで
しょう？

も変わらぬご愛顧の程、よ

すようにお祈りいたします。

いの本当の気持ちが見えてく

観に行ってみ

世話になりました。来年度

様にとって、良い年となりま

る大停電。光が消えて、お互

している方、

本年度も皆様には、大変お

ろしくお願いいたします。皆

ションに彩られた東京に起き

自分探しを

ごあいさつ

営業は、1月5日
（木）からと

X'masセール実施中！
年末大売り出しで、スゴイ掘
り出し物がみつかるかも･･･
是非、お近くのOAランドま
でお出かけください！

−7−

なります。

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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今年も多忙に過ぎ去りつつあり
ます。「一年の計は元旦にあり」
来年は、もう少し計画的に過ご
せるかな！

（Sa）

2005年も残りわずか。年賀状に
大掃除…早めに済ませたいです
ね

（Dix-Huit IBA）

本社
〒163-0638
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル38階
TEL.03-3340-0070 FAX.03-3340-0080
港支店
〒108-0014
東京都港区芝4-7-8
TEL.03-5445-2550 FAX.03-5445-2900
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〒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
所沢事業部
〒359-1106
埼玉県所沢市東狭山ヶ丘3-719-1
TEL.04-2922-5252 FAX.04-2922-5424

