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電脳にも犬好きがたくさんいます。誰の愛犬かな？

〜よもやま話〜
◎戌年生まれの年男・年女
全国：975万人
男：473万人
女：501万人
総人口中、7.6％で十二支中で
最も少ない戌年生まれ。ワンダ
フルな年になりますよーに！

中古コピー機・複合機・オフィス家具やビジネスフォンなどの中
古商品が一斉値下げ！掲載価格より全品10％値引きいたします
（3万円以上のパソコンを除く）
。このチャンスをお見逃しなく！
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OAランド 戌年に吠える！

抱
負

我が社にとって、今年は本当の勝負の年と考えております。会社の
最終目標は、メジャーになることでは決してありません、全従業員60
名（内パートさん30名）が安心して働ける会社、遣り甲斐のある会社、
社員にとっても私にとっても、楽しく面白い会社を作る事です。その
為には同業者との明確な差別化と良い人材の確保に努め、確実に電脳
の持つ、潜在能力を伸ばし売り上げ・利益に反映させることです。60
名一丸となって一年間努めていく所存です。
電脳株式会社
室井 亨

直営6店舗、今年もやります！！
皆さんこんにちは。
所沢店店長の若田です。
今年は1人でも多くのお客様に来店して頂
けるよう昨年以上に頑張っていきたいと
思います。
色々なイベントも行う予定ですので是非ご来店くだ
さい。お待ちしております！！

皆様こんにちは。
田町東京本店店長の進藤です。
今年の目標といたしましては、中古・新
品共に安さ・サービスにおいて日本一に
なることです。これしかありません！
今後ともOAランドを宜しくお願い申し上げます。

皆様こんにちは。
OAランド池袋大山店店長の高橋です。
今年の私の抱負は、昨年より更に一人で
も多くの方とお話をし、一人でも多くの
お客様（お友達）を作ることです。マジ
メだけが私の取り柄ですので、今年も誠心誠意頑張
りますので宜しくお願い致します。

OAランド秋葉原店店長の杉山です。
今年の私の抱負は、地区販売実績NO.1を
目指したいと考えております。その為に
は、敏速かつ適切な対応で、お客様を満
足させることが何より大切かと思ってお
ります。私自身が日々勉強し、ご来店いただくお客
様へ良いご提案が出来れば幸いと思います。今年も
更なる飛躍を目指し頑張りたいと思いますので、今
後ともOAランドを宜しくお願い申し上げます。

こんにちは！
OAランド中野坂上店堀越です！
今年も元気一杯・笑顔溢れる毎日を過ご
せる様に頑張ります！
ぜひ一度・・・いや何度でも中野坂上店
へご来店ください！！ 皆様のご来店を心よりお待ち
しております。

皆さんこんにちは。
OAランド仙台店の相川です。
昨年は個人的にも仕事的にも転換期だっ
たと思います。貴重な経験をいろいろさ
せていただきました。今年はその経験を
生かして皆さんの聞き役になり、
「いい買い物をした」
と思っていただけるように心掛けていきたいと思い
ます。本年も宜しくお願いいたします。
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特集

第一回 電脳講習会＆異業種交流会
が実施されました！

●●● 平成18年1月12日
（木） 於：トスラブ赤坂 PM 3：00〜 ●●●
たくさんのご参加、ありがとうございました。

武藤先生

相楽先生

今回の講習会では、
「新会社法」をテーマに武藤先生をはじめ、
3人の先生方にお話いただきました。お話の中で、①会社経営は
利益追求であり、いかに業務拡大するか ②どうやって資金繰
りをするか ③いかに人を使うか が大切なポイントであると
お話されていました。参加された皆様は、会社経営者の方々が
中心でしたので、日々の業務の中で、大きな会社法の流れを押
さえ、今後の展開を模索される良い機会となっていただけたの
ではないでしょうか？

●●● 異業種交流会の様子 ●●●
PM.5:00〜

同場所にて立食形式の交流会
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第一回 講習会＆電脳異業種交流会アンケート集計結果
１．本日の講演内容はいかがでしたか？
大変満足

まぁ満足

あまり満足でない

不満足

どちらでもない

3人

17人

2人

1人

1人

２．１の感想をもたれた理由をお聞かせ下さい（割愛）
・法に興味を持ったことは第一歩としてよかったと思います。
・言葉での説明だけでしたので、その点が内容を分りづらくしていた。出来れば書面での資料、プロ
ジェクターを使った説明をして欲しかった。ただし、武藤弁護士の話は面白かった。
・概要が、理解できました。
・弊社は有限会社で、あったので新会社法施行後、株式転換しようか考えていたところだったので、
タイムリーで満足出来る講演でした。ただ、もう少し具体性があったら、もう少し良かったと思い
ます。
・新会社法のイメージが理解できた。
・リース会社の日頃の業務の中で、LLP、LLC等、取引の相手方としての考え方における参考になった。
・新会社法の内容は、十分に理解できたので良かったです。
・説明がわかりやすかった。
・細かい所での説明で、身近なところから説明があり、わかりやすかった。
・これから色々調べたりするための下地ができた。
・武藤先生の総論の話が、わかりやすかった。決算公示の義務について良くわかった。
・新会社法と内部統制の位置付け、役割について講習を受けたかった。
・仕事の都合で遅れてしまったので、途中かたの参加になってしまいました。又、このような講習会
があれば、傘下していきたいと思います。

３．本日の講演内容は、今後の役に立ちそうですか？
大変役に立ちそう

まぁ役たちそう

あまり役立たなさそう

役立たない

どちらでもない

3人

15人

3人

0人

1人

４．今後、どのような内容の講演があったら良いと思いますか？（割愛）
・採用のコツと人の使い方
・どのようなHPが流行しているか、リーチの多い作成方法
・SEO対策など
・イベントの企画ややり方など
・営業実践等の講演

たくさんのご意見・ご感想ありがとうございました。
これらを参考に、今後もより実りある講習会にしていきたいと
思います。
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催

電脳恒例
年末もちき大会！

ことぶき

昨年の暮れに、自慢の｢杵｣と｢臼｣を使って、
新年もねばり強く各々ががんばれるように
祈願しつつ、ぺったんぺったんと、もちつ
きをしました！今年のもちは最高にノビが
良く、大変おいしく頂けました。

おめでとうございます！
運送部

鈴木 康仁 くん
千春 さん

平成18年1月21日
志木・ベルセゾンにて挙式
☆通称・大ちゃんこと鈴木君の10
年後の夢は、
「田舎に大きなマイ
ホームを持つ!」です。がんばっ
て下さいね〜☆

電 脳 W O R L D
2006年、戌年もがんばります

堀越智之
S58年9月1日生
O型 入社2年目
好きな物：
焼肉・ラーメン
嫌いな物：
セロリ
趣味：
野球（西武ライオ
ンズファン）

皆様、こんちには。OAランド中野坂上店店長の堀越です。早いもので、
今年１月で入社して１年が経ちました。営業志望・初社会人として入社した
ものの、何も分からない私に上司の方々より基礎から教えて頂きました（今
もまだまだ未熟者ですが…）
昨年10月より中野坂上店店長に着任させて頂き、早３ヶ月となりました。
たくさんのお客様とお話出来る機会があり、とても充実した毎日を送らせて
頂いております。「常にお客様の立場になり接客に努める」この言葉を意識
し、日々実行をしている次第で御座います。皆様より私の姿勢に共感して頂
き、今となってはたくさんのお客様にリピーターとなって頂き、皆様にこの
場をお借りしてお礼申し上げます。
2006年はトリノ冬季五輪・サッカーＷ杯など盛り上がるイベントが多数開
催されます（スポーツ大好きの私にとっても胸の高鳴りが抑え切れない１年
です）それに負けじと、今年もＯＡランド全店でも盛り上がるイベントを多
数開催致します!! まだまだ未熟者ですが元気一杯、笑顔で頑張りますので今
年もどうぞ宜しくお願い致します！！
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ソーイングセンターjoy
東京本部

住
所：立川市高松町2-17-32遠藤ビル1F
TEL：042-540-1755
FAX：042-540-1754
営業時間：9:00〜19:00
休業日：年中無休
交通案内：JR中央線立川駅より徒歩15分
ホームページURL：http://www.mishin-joy.co.jp/index.htm
E-mail：sewing-joy@mishin-joy.co.jp
フリーダイヤル：0120-71-4651

私たちソーイングセンターＪＯＹは世界のミシ
ンの中から優秀なミシンを厳選して販売とサービ
スをさせて戴いています。そして、お客様とメー
カーの仲人としてすばらしい出会いを約束します。
これからも衣・食・住の〝衣〟の為に皆様のお
役に立ちたいと思っています。
ミシンの事でご相談やお困りの方は、一度私た
ちソーイングセンターＪＯＹにご連絡ください。
販売・サービス・修理・品質 とにかくミシンに
関することは 他社・他店でお買いなった方もお
気軽にお電話下さい。 単一メーカーに偏った販
売、サービスはしていません。世界のミシンを販
売しているミシン屋です。さらに「こんなミシン
が作れないか」など希望・提案も戴れば幸いです。
数年前の７月に、私は某メーカーの新製品発売
セレモニー出席の為にアメリカテキサス州に行き
ました。巨大なホテルにアメリカ全土のミシン店
から数千人の方が参加された事にビックリしまし
た。発売セレモニーも、日本のモーターショーと
比較できる位華々しいスケールの大きさに感動し
ました。
発表会の後、参加したミシン店の人は自費で４、
５泊して使い方と修理技術を徹底して習得してか
ら帰るそうです。日本とは大違いです。さらに私
はテキサス州のミシン店を３店訪問し、いろいろ
な事を見聞きしてきました。そして、一番に感じ
たことはミシンの価値観が高い事でした。

ミシンが生活に密着していて、ファッションも
独創的で個性を大切にしている、そのお手伝い・
提案をしているのが、欧米のミシン屋さんだと思
いました。ミシンの技術、知識レベルも高い事を
肌で感じ、私もミシン屋として欧米を見習い、こ
れまで以上に技術を高めたいと思いました。
ミシンは売るだけでは感動はありません。使っ
て、創ることで感動と満足は生まれます。私たち
は売って終わりではありません。売ることから、
お客様との永いお付き合いが始まるのです。そん
なミシン屋ですが応援よろしくお願い致します。
また、所沢店を１号店に開店した時期から電脳
の神山さんとのお付き合いが始まりました。その
後八王子・立川・阪神宝塚店とオープンしてきま
したが、その都度電脳さんに相談してきました。
電脳さん自体も当社同様、お客様を大切にする事
や、起業者をサポートする姿勢に感銘しました。
電話・ＦＡＸからはじまり、コピー機も中古でし
たが４、５年使用しました。ビジネスフォンも立
川営業本部に導入していますが、仕入先の問い合
わせも増え、重宝しています。昨年は念願のカラ
ーコピー機を導入し、今は名刺も自前で作成し、
カタログもタイムリーに作ることが出来ています。
購入後のサービスフォローもしっかりし、長い
お付き合いができました。私自信も営業の仕事を
していますので、お互いに人間関係と信頼関係を
もとにがんばっていきたいと思います。
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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。今回は、ライ
ブドアショックで注目の〝株〟と〝景気〟のお話とそしてまだまだ問題が続く〝耐震強度偽装問
題〟のテーマです！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＞
●今後の景気動向を読む
─ 本格回復に向けての死角は何か ─
日

時

2月18日（金）14：00〜15：30

会

場

全逓会館９階ホール

講

師

みずほ証券

チーフマーケットエコノミスト

上野

氏

秦也

●マンション「耐震強度偽装問題」の本質とは
─ いま、不動産市場に起こっていること ─
日

時

3月2日（木）14：00〜15：30

会

場

清話会ビル3階会議室

講

師

不動産の達人「さくら事務所」
長嶋

修

代表取締役

氏

リプレイスキャンペーンの当選者発表
おめでとうございます！ （有）ティーエスラボ 様

他4名様がご当選！

････････プレゼント当選者からの『声』････････
☆有限会社

ティーエスラボ

T・N 様より

頂いた海鮮セットは、ちょうど、昨年の年末、 然、豪華な納会が開催され、
「今日は仕事納め」という日に届きました。
みんな上機嫌で家路に着きま
当社は、とても こじんまり とした会社で、
した。納会が盛り上がったこ
社長を含めても、3人しかいません。とても一日
とは、言うまでもありません。
では、食べきれない程でした。
そして、年が明けてからは、
朝、
「今日は、３時に仕事を終えて、掃除をして、 「白ごはん」だけをお弁当に持
帰りましょうか」と話していたところに届いたの
って来る人が増えたことを付
で、予定は一変しました。「掃除は、そこそこにし
け加えておきます。
て、納会をしよう！」ということで意見が一致し
毎日、コピー機の調子が悪くならないことを願
ました。
いつつも今度買い換える時には、誰の脳裏にも真
クール宅急便で届いた海鮮セットの、「タラバガ
っ先に「たらばがに＆ほっけ」が浮かんでくるこ
ニ」と「ほっけ」は、日当たりのよい会議テーブ
とと思います。末筆になりましたが、御社の益々
ルの上に置いて、自然解凍。その他の品は、年が
の飛躍と皆様の幸福をお祈りいたしております。
明けてから、徐々に頂くように、再び冷凍へ。
。。
本当にありがとうございました。広告に偽りなく
とても「豪華」でした。
なんとなく一年が終わろうとしていたところに突
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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
名

住
話

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

電脳かわら版 Vol.12

2006年1月発行

無料

編集・発行 電脳株式会社

今年は、トリノオリンピックを
観て気合いをいれまっしょい！
（Sa）
ＷＢＣ、ワールドカップ…
今年もまた寝不足の日々が続く
のでしょうか〜
（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

−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
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

