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電脳ドキュメントセンター

〒169-0071
東京都新宿区戸塚町1-102 ＭＴビル1Ｆ
TEL. 03-3205-0097
FAX. 03-3205-0096
統括マネージャー：篠原 久雄
マネージャー：松田 剛

〜よもやま話〜
♪話題のルーブル美術館♪
¡美術館全てを歩くと
…３マイル（4.8キロ）
¡展示品全てを鑑賞すると
…約２ヶ月かかると言われ
ます！

5月11日(木) OAランド秋葉原店
リニューアルオープン予定！
11日よりオープン記念セールをやります！
どうぞ、新たな装いとなった秋葉原店まで、お気軽に足をお運びく
ださい！
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特集

第二回 電脳講習会＆異業種交流会
が実施されました！

●●● 平成18年3月16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。

熱弁を奮う

佐藤先生に

皆さん、釘付け…

労働者とのトラブルを防ぐ、労働者の士気をいかに高く評価するかという2つのテーマのもと、
プロジェクターなどを使いながら、分りやすく明解な講義をしていただきました。
資料のほうも、順を追ってのわかりやすいレジュメが配布され、これ1冊あれば会社の就業規
則が作れてしまいそうです。社員のモチベーションが上がる人事制度まで、社員納得の好演でした。
＝参加者からの声！＝
・（略）古いかもしれないが、やはり企業は人によって決まると思う。いろいろな意味で会社の中でのルール
及び人事制度の大切さが判りました。
・会社（企業）が大きくなれば必ずクリアして行かなければいけない問題なので大変勉強になりました。

【予告!】第3回 電脳異業種交流会 6月8日（木）PM3：00〜

お待たせしました!!
自社に戻って即実行！
売上と問合せが劇的にアップするホームページの作り方！
ホームページの何をどうすれば、アクセス数が上がるのか？
購買や問合せに結びつくホームページの戦略とは？
（有）ニンニンドットコムの鈴木氏が講師となって、今や営業ツールとして欠く事ので
きない、ホームページの秘策を語ってくれます！ 要必見!!
詳細は、後日OAランドホームページ上にて、お知らせします！こうご期待！
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催

電脳
ボーリング大会！

ことぶき

去る3月10日
（金）
に入間市のサイオスボーリング場
にて 第２回Dennoh・ボーリング大会 を開催しま
した。ボーリングは女性陣の参加もあり、大いに盛
り上がりました〜！ちなみに優勝は、運送部のミノ
ルくん！力持ちはボーリングがうまい!?

次はがんばるぞー！

おめでとうございます！
営業部

上野 靖博 くん
明子 さん

平成18年 3 月 5 日
セレス高田馬場にて挙式
☆電脳軍団が、マイクをにぎり盛大
に祝福のエールを送りました！

電 脳 W O R L D
心機一転、早稲田の地でがんばります
皆様、こんにちわ。カスタマーサービス部のエンジニアをしております松
田と申します。ちなみに会社での愛称はまっつんです♪
今までは所沢で、複写機（コピー機）の保守や整備を担当しておりました
が、晴れて四月より都内の早稲田に事務所を構え、マネージャーとして当社
が都内で保守契約を結んでいるお客様の対応をする事となりました。
新事業を任されるにあたってこんなにも準備や、やる事があり、時にはへ
こたれる事もありましたが、その反面、自分に対しての責任感やこれからの
松田 剛
人生でどういう生き方をするかを考えると、自分を高めていくには本当にい
1976年2月25日生
い勉強の機会になっていると思います。
東京出身
入社3年
また、何かあった時に支えてくれる上司や同僚、自分が入ってきた時より
趣味：音楽（Rock）、 も規模的にも人員的にも大きくなった今でもアットホームなこの会社があっ
ドライブ
たからこそ今の自分があると思います。
好きな食べ物：
ただ、今は始まったばかりなので今後とも気を引き締めて頑張らせて頂き
納豆、バナナ
嫌いな食べ物：
ますので、宜しくお願いします！！
なし
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社会保険労務士事務所
エスティワークス
代表・社会保険労務士 佐藤 貴則

住所：東京都江戸川区西一之江２−６−１
TEL：03-6666-0255 FAX：03-6666-0258
Mail：info@st-works.com
URL①：http://www.st-works.com/sk/sk̲index.htm（就業規則サイト）
URL②：http://www.st-works.com/sr/sr̲index.htm（社会保険サイト）
URL③：http://www.st-works.com（人事制度サイト）

皆様こんにちは。社会保険労務士の佐藤と申し

律で定められた強制加入保険であり、事業主が加

ます。当事務所では中小企業のコンプライアンス

入しないことにより労働者が受給面で不利益を受

と強い会社作りのお手伝いを事業の中心に据え活

ければ、損害賠償請求の対象になってしまいます。

動しております。

年金といえば通常は老齢年金が頭に浮かぶと思い

当事務所には日々、経営者の方々から様々な労働

ますが、実は年金には障害や遺族に対する救済能

問題に関するご相談がまいこんできます。「社員

力もあるのです。例えば自社の社員が事故で重度

が突然退職したいと言い出している」、「無断欠勤

障害をおってしまったときに、社会保険未加入で

が続いていて困っている」、「残業代でもめてい

あるがために障害厚生年金が受給できないなどと

る」、などなど、ご相談内容は本当に多種多様で

いうことになれば未加入を放置していた事業主に

す。しかし、そうした会社のほとんどに共通して

相応の賠償責任が発生することもありえるのです。

言えることは「就業規則が無い（もしくは弱い）」

強い会社の条件は「社員のロイヤリティ」です。

ということです。起業して間もない頃はともかく、

社員が会社を大切に考えなければ生産性は上がり

労働者を雇用してある程度の規模になれば労働問

ません。ですから、会社には社員が安心して働け

題は必ず起こります。労働問題はときには会社の

る職場環境を提供し、相互信頼を築いていくとい

経営基盤そのものを揺るがす大問題に発展する場

う姿勢が必要です。労務管理はそうした経営基盤

合も少なくありません。そんなときに会社を守っ

の構築に対し大きな役割を担っているのです。

てくれるのが就業規則です。問題が起こったとき
に焦って作っても間に合わないのです。

この機会に労務管理を強化したいという経営者
の方は是非お気軽にご連絡ください。当事務所で

就業規則は経営者と労働者がお互いに信頼関係
を築き、安心して仕事に励むための「会社の法律」

は御社の「強い会社作り」のお手伝いをさせてい
ただきます。

です。この機会に是非、就業規則を作成しコンプ
ライアンス体制を強化しましょう。また、当事務
所では中小企業でおざなりになりがちな社会保険
の手続代行業務も行っております。社会保険は法
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ゴールドコースト
in オーストラリア
2006年2月14日（火）あるメー
カーさんのご招待でオーストラリ
アに行くことになる。出発する
前は、とても憂鬱な思いででき
れば誰か代わりに行ってくれな
いものかと声を掛けてみたが、
直接的に売り上げに影響のない、
言葉を変えると一番暇な私が行
くことになった。
「旅」と言うものは気心の知れ
た友とか、一人で気ままにと言う
ことの多い、人見知り激しい私に
取っては気の重い旅の始まりと
なる。もう一つ、どうせ一週間時
間を頂けるのであれば、アメリカ
横断鉄道をニューヨークからシ
カゴに向けて走り、5大湖のエリ
ー湖沿いに1,535kmの道程。時
間の許される限り乗り続けてみ
たいと諦め悪く女々しく思って、
成田から21時35分、旅立った。
オーストラ
リア は 2 0 0 0
年 の 2 月、ケ
アンズに社員
旅行で行って
以 来 と な る。
約8時間30分
の所要時間でブリスベン国際空
港に着く。日本との時差はほと
んどなく約1時間。天候は生憎の
曇りそして小雨。ゴールドコース
トまでバスに揺られ2時間。さす
がに狭い機内とバスでの移動で
多少の疲労感あり。幸いにも広
い一人部屋を頂いたので、ゆっく
りと夕食までシャワーを浴びて
仮眠を取る。6時から9時までの
食事会が終わり、ようやく一人、
夜の街にでる。
海外での一番の楽しみは、日
本人が一人もいない、自分の事
を知る人も誰もいない場所に、
身を置き浸ることと、現地の人と
なんとか片言で通じ合い、カウン

旅太郎の

た
び
日
記
ターバーで数時間の内に打ち解
けワイワイやることである。この
夜 もい つ も 通りワイワイや る。
次の日が早いため、早々と切り
上げ眠りにつく。
16日、モーニングコールにて6
時起床。朝食後、バスに乗り「グ
リーンマウンテンツアー」
に出発。
ここは1994年にユネスコの世界
遺産に指定されたラミトン国立
公園内にある自然の宝庫である。
その名の通り見渡す限り緑で美
しい野鳥との触れ合い、そして地
上20mに大木から大木の間に張
られた500mに渡る吊り橋をブ
ッシュウォーキングする散策は最
高だった。普段、地上から20mの
目線で樹木の生態を見ることは
あり得ない。樹齢約100年以上
の木々が絡み合い、寄生し弱肉
強食の自然界の中、自然の神秘
を繰り返して行く様子が伺える。
また、森の奥に進みながら森林
浴を堪能しつつ、かつて一度も
出会った事のないワラビ―や小
動物に出会う時、新鮮な驚きと
喜びを感じた。そう言った時間
の中、ガイドさんの説明に耳を傾
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け感心しながらツアーの人達は
自然の中で不思議と親しくなり、
12時20分、ビールを頂きながら
高台のレストランで昼食をとるこ
ろには、会話が盛り上がる。とに
かく自然の雄大さと美しさに乾
杯！！
晩餐は「中華」。ハワイやオー
ストラリアでの食事はいつもボリ
ュームは凄いが淡白で、あまり美
味いと感じた事は殆どない。そ
れを考えると海外に出てつくづ
く日本料理は繊細で世界一だと
思う。しかしこの日の海鮮中華
は絶品だった。紹興酒が次々に
空く。その後は例によって酔い
冷ましに街にでる。今夜はツア
ーの友を誘って昨日のバーへ…。
翌朝、フリータイムのため半日
の乗馬ツアーを予約する。ホテ
ル前、7時30分迎いの車に乗る
街を離れ郊外へ約1時間、山岳地
帯の牧場へ。30分ほど平坦な牧
草地を回り、馬に慣れる。乗せて
もらった馬の名は「ソフィア」
。メ
スのサラブレット。良く調教され
自由自在に歩き走る。石ころだ
らけの山岳地をゆっくり。ゆっく
り登っていく。そして草原を小走
りに走る西部劇のヒーローだ！
爽快！もっともっと長居したかっ
たがあっと言
う間に時間は
過 ぎ て い く。
昼食、これも
一興。バーベ
キューで豪快
に牛肉をがぶ 乗馬をする旅太郎
りつく。
日本を離れこの5日間の旅は、
ふっと気がつくと365日いつも乗
っている「会社」と言う重石（おも
し）を少しの間、外してもらった
有意義な、ともすると忙しさに流
されてしまう日々の中で、新鮮な
時間をもらった旅でした。
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電脳インフォメーション
☆★☆

春のイチオシ商品！

☆★☆

http://www.oa-land.co.jp
□■ 今や、オフィスの必需品！ ■□
■□■ シュレッダー☆新商品のご紹介 □■□
NEW FACE (･∪･)
【明光商会／MSシュレッダー V122S】
OAランド特価 ￥78,000（税込：¥81,900）
※メーカー希望小売価格：￥134,400
カット方式：ワンカットクロス 最大細断枚数（50/60Hz）
：約10/9枚（A4PPC）
細断速度（50/60Hz）
：4.3/5.3m/min 定格時間：30分 電源：AC100V 定
格消費電力（50/60Hz）
：約190/180W 本体サイズ（mm）
：W450×D250×
H600 質量：約20kg 屑収容能力：21.6L/約150枚（A4PPC）

『ここがスゴイ』
待機電力０Ｗ機能の環境対応型シュレッダー。安全性が高く、
一定時間連続運転すると自動的に運転を停止するオートカットパ
ワーオフ機能や、モーター温度が上昇すると自動的に電源オフに
なるオートカット機能を搭載。安心安全の５年保証です！

【明光商会／MSシュレッダー V126S】
OAランド特価 ￥118,000（税込：¥123,900）
※メーカー希望小売価格：￥165,900
カット 方 式：ワン カットクロ ス 最 大 細 断 枚 数（ 5 0 / 6 0 H z ）
：約 1 5 / 1 4 枚
（A4PPC） 細断速度（50/60Hz）
：3.0/3.6m/min 定格時間：120分 電源：
AC100V 定格消費電力（50/60Hz）
：約325/300W 本体サイズ（mm）
：
W600×D260×H650 質量：約32kg 屑収容能力：47L/約350枚（A4PPC）

『ここがスゴイ』
シリーズ中、唯一のメディアシュレッダー。用紙はもちろん、
CDやクレジットカードなどのメディアもシュレッドできるモデル
です。大人気のモデルにメディア裁断機能がつきました！用紙も
楽々B4サイズまで可能です。安心安全の５年保証です！

ご紹介したのは、一部です。他にリース等も対応しておりますので詳細は、
OAランドホームページをご覧下さい！
気になる商品は、即お問い合わせを → E-mail info@oaland.jp
【OAランドからのお知らせ】
☆「中野坂上店」が「西新宿店」と支店名変更となりました。
☆ 営業時間変更のお知らせ
・西新宿店、田町東京本店は、土曜日が店休日となりました。
お間違えのないよう、よろしくお願いいたします。
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ネットで
TRENDY

うちのこ紋

発見！口コミサイト

家紋ならぬオリジナル〝個紋〟を作成してくれる雅で上品な和風
サイト。あなただけの紋を紋師が、あつらえてくれます。洋風デザ
インが社会的にリードしているなか、〝和風〟をおしゃれにキラリ
と光らせる個紋。「うちのこ紋」という名前もとても大事にしたく
なるようなニュアンスを受けます。
個紋完成までの流れは、ネットよりオーダーし、連絡をとりなが
らデザイナーが紋を制作、最終的にCDにてお届け。４種類の記録形
式にて、CDに保存してくれるので、印刷したり、ブログに使ったり
と用途が広がります。お値段は、１紋￥52,500。うちのこ紋図鑑か
らは、植物や動物のオリジナル紋が無料でダウンロードできるので、
まずは身のまわり品として遊んでみても楽しいでしょう。
自分をアピールしたい方、新しく会社を作られた方、セルフブラ
ンドを作って己の商品価値をアピールしてみたら、これからの人生
変わるかも？

http://www.uchinokomon.com/
おやこきのこ

ぐらじおらす

ふれんちぶるどっぐ

珈琲と豆

【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、お早めにご連絡下さい。＜連絡先→P.8参照＞
◆なるべく負担にならない介護のやり方とは

【著書のご紹介】

─「老人介護の常識」は実は非常識だらけ ─
日
会
講

「にぎやかな本
時：５月12日(金) 14：00〜15：30
禁断のデイケアハウス」
場：清話会ビル３階会議室
阪井 由佳子／著
ブリコラージュ出版
師：NPO法人「にぎやか」
2005年10月発行

理事長

阪井

由佳子

氏

◆郵貯銀行誕生をにらみ、金融業界はどう動く
─ 背後で繰り広げられるパイの争奪戦を読む ─
日

時：５月29日(月)

会

場：全逓会館９階ホール

講

師：経済・金融ジャーナリスト
須田

慎一郎

14：00〜15：30

氏

−7−

【著書のご紹介】
「巨大銀行沈没
みずほ危機の検証」
須田 慎一郎／著
新潮社出版
2006年4月発行

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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文庫になったダヴィンチコード
に夢中です。モナリザの版画が
欲しい今日この頃…

（Sa）

ルーヴル美術館で筋肉痛になっ
たことがあります。逆さピラミ
ッドには気付かなかった…
（Dix-Huit IBA）
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