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独立 開業

起業家
応援団！

OAらんど

１１月・１２月に独立・開業された会社様（個人様）！
創 立 お め で と う ご ざ い ま す ！
創業日は会社にとって大切な誕生日。人生のアニバーサリーでもあります。
この大切な門出に、電脳がほんの少しでもかかわる事ができたのも何かの

ご縁 。

ささやかながら、お祝い申し上げます！

【11・12月創業のお客様】
◎アライアンスドリーム 様

（東京都中央区）

田町東京本店のお客様

◎江波戸 様

（東京都墨田区）

田町東京本店のお客様

◎平山 様

（東京都品川区）

秋葉原店のお客様

◎佐藤法律事務所 様

（埼玉県川越市）

池袋大山店のお客様

◎株式会社ベストセレクト 様

（埼玉県所沢市）

池袋大山店のお客様

◎㈱インズケア 様

（東京都大田区）

蒲田店のお客様

◎タウンホームズ 様

（東京都大田区）

蒲田店のお客様

◎ケイクラフト 様

（埼玉県入間市）

所沢店のお客様

◎ガイ・オートセールス 様

（埼玉県入間市）

所沢店のお客様

◎㈱ＥＳＮＡ 様

（東京都渋谷区）

所沢店のお客様

◎㈱ベスコ 様

（東京都世田谷区）

◎㈱グランフォート関東支店 様（群馬県高崎市）

所沢店のお客様
仙台店のお客様

起業という人生最大の航海を、これから大いに盛上げてください。
電 脳 は 、 今 後 も そ の ス テ ー ジ 作 り の お 役 に 立 て る よ う 、『 起 業 家 応 援 団 』 を
充実させ、頑張ります！
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第四回 電脳講習会＆異業種講習会が実施されました！
（金） 於：トスラブ赤坂 PM 3：00〜 ●●●
●●● 平成18年11月10日
たくさんのご参加、ありがとうございました。

湯原部長の講義

交流会の様子

交流会の様子

【今回、新たに参加していただいた企業・個人の皆様】
・㈱専修 様
・オフィス成城保険
・㈱クイック 様
・㈱ドムコス 様

・㈱イー・ピーオー
コミュニケーションズ
・日経広告社 様
・㈱ジェイプラン 様

様

様

・オフィスアネルコ
・尾身税理士事務所
・山崎裕樹 様

様
様

たくさんのご参加ありがとうございました。 セクハラ という職場においてはデリケートな課
題について、面白くも親近感たっぷりに講義していただきました。この出会いが、皆様にとって
有益な出会いになるよう祈っております。また、異業種交流会に参加いただいたお客様は、自動
※入会・会費無料・起業家様にお得な情報をお届けいたします。
的に「起業家応援団」の会員となります。

湯原部長のテキストより、残念ながら参加できなかった方たちの為の
すぐにわかる・プチセクハラ講座
■なぜ起業はセクハラに取り組まねばならないか？
◎男女雇用機会機会均等法・平成19年4月改正点
∵女性だけでなく男性に対するセクハラも対象
∵女性労働者の就業に関して配慮すべき措置⇒事業主の講ずべき措置
∵職場におけるセクハラ対策として事業主は雇用管理上必要な措置を講じることが
義務づけられる（従来は配慮を義務付け）
∵企業名の公表
∵調停など紛争解決援助の対象
∵過料（軽い刑罰）の創設

セクハラ

職場秩序の
乱れによる
勤労意欲低下

被害者の人格権
の侵害
職場環境悪化

セクシュアル・ハラスメントの定義
企業イメージ
ダウン
使用者責任

職場における相手方の意に反する性的な言動で、
それに対する対応によって仕事を遂行するうえで、
一定の不利益を与えたり、就業環境を悪化させること

＝参加者アンケートより＝
・不快と本人が判断したら全てセクハラになるということに気づかされました。今後の対策を立てなければと思いました。
・今、注目の話題でしかも法整備が不十分な難しい問題を取り上げて頂き、大変役に立った。
・対応の実務の考え方は、クレーム対応などにも応用が出来る。etc.
また、たくさんの講習内容リクエストをいただき大変参考になっております。ありがとうございました。
次回の異業種交流会は、猪突猛進、亥年の2007年となります。奮ってのご参加、お待ちしております。

−2−

独立 開業

起業家
応援団！

U

S

E

R

紹

介

ビジネスアシスト東京センター

株式会社ブルーミング
〒170-0013 豊島区東池袋4-23-17田村ビル6F
フリーダイヤル：0120-068-688
TEL：03-5953-8860 FAX：03-5953-8862
Mail：info@biz-assist.co.jp
URL：http://www.biz-assist.co.jp

皆様は、「電話代行」や「電話秘書」という
言葉を耳にされたことはございますでしょう
か？まだまだ知名度の低い業界なのですが、
日頃お留守になりがちな会社様の電話を転送
して頂き、その間のお電話を「まるで御社の
スタッフが社内で電話を受けている」かの様
に対応し、ご報告する業務の総称で、ここ数
年で急成長しているサービスです。無論、当
該サービスが始まりました当初は高額な利用
料で、利用したいのに金額的にと躊躇される
会社様も多く、ましてや、主たる対象は
SOHOなどの個人事業主様ですので、高額な
利用料が厚い壁となっていたことは確かです。
そんな中で、当社は月額10,500円という安価
な金額設定の下、最新システムによる安定し
たサービスの提供を実現した草分け的存在で、
新規、口コミ、ご紹介などで、設立から8年、
現在稼動している会員様の数は約1,400社、こ
れまでご利用頂きました総数としましては
3,000社以上と、電話秘書代行サービスを専門
で承っている企業としては最大手に成長いた
しまた。
この背景には、会員様毎に異なる業種や商
品など会員様の情報登録を簡潔、かつシンプ
ルに仕上げ、電話の転送と同時に様々なお問
合せに対して、瞬時に判断できるシステムづ
くり、そしてお客様へ不安を与えず速やかで

丁寧な対応を身につけてもらう為、マンツー
マンで1ヶ月というこの業界ではありえない長
期にわたる研修を経たオペレーションスタッ
フの質の高さがあると自負しております。
また、当社をご利用頂いている会員様方の
ご意見を伺いますと、「留守中は留守番電話に
していたが、新規契約に結びつかない」、「事
務所の電話を携帯へ転送しているが、緊急時
に圏外で通話が出来ず契約が解約されてしま
った」、「事務員を雇ったが、高額な給与の支
払いに苦慮している」などなど、多くのご苦
労が伝わって参ります。
今後も、前向きに邁進される企業家の方々
に納得、そして愛される、業界No.1企業を目
指して参ります。お気軽にお声かけ下さいま
せ
電脳様とは業務提携をさせて頂き、前向き
に営まれている起業様方にご愛顧賜っており
ます。また、異業種交流会では有意義なひと
時を過ごさせて頂いており、心より感謝申し
上げます。
オペレーションスタッフの質の高さは、まさ
に会社の信頼性が表れます。ビジネスアシス
ト東京センターのスタッフBlogもまた働く女
性のつぶやきが楽しく連載されています。
＜編集部より＞
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「OAランド八丁堀店」
12月4日オープン！
直営店として８店舗目になる八丁堀店は、JR京葉線｢八丁堀駅｣
より徒歩４分。隣には、キリンビール本社があります。大小の
オフィスがひしめく新川で、新しい顔となれるようOAランド一、
笑顔あふれる店長堀越がお客様をお待ちしておりますので、よ
ろしくお願いいたします。！

【店長あいさつ】
中央区の皆さん初めまして!! OAランド八丁堀店の店長、堀越
です。約１年間「西新宿店」の店長経験を経て、この度八丁堀
へやって参りました。八丁堀店は徒歩圏内に多くの駅があり、
とてもアクセスが良い場所です！笑顔を絶やさず元気な接客を
心掛けています。皆様のご来店をお待ち致しております。
■□店長から聞きました!!□■
編：八丁堀はどんな町ですか？
店長：企業が多く活気に溢れている街ですね！！
編：八丁堀店はどんなお店にしたいですか？
店長：いつもキレイで、明るくいつ来ても飽きない店舗にしたいです
編：今月、オープンセールのお得な商品はありますか？
店長：オープンセールも勿論行います!!
「八」の付く日に特別セール等「八丁堀店ならでは!!」の企画
を、現在思案中です。期待は裏切りません!! お楽しみに!!

住所：東京都中央区新川2−10−6
カヌヤマビル1F

03−3551−0303

TEL：
F a x：03−3551−0316

※JR京葉線・東京メトロ日比谷線
「八丁堀駅」より徒歩5分

中古OA機器全国送料無料！（※1）
中古オフィス家具全品10％OFF！（※2）
オススメ起業家セット
3人用オフィス 279,000円！
※1．一部商品、沖縄などの一部離島、段差作業等の特殊作業を除く。※2．中古オフィス家具のみ対象となります。
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「生きると言う旅」前編
人生50年、こんな言葉を
耳にしたのは確かNHKの大河
ドラマ「信長」でのことか。
記憶に新しくないが、本能寺
で炎に包まれた信長の映像
と、信長が死を覚悟し、戦場
「桶狭間」への出陣前夜など、
好んで舞った能、幸若舞「敦
盛」。「人間五十年、下天の内
にくらぶれば、夢幻のごとく
なり…」が何故か自分の耳の
奥にずっと残っている。そし
て自分も「俺は50歳になっ
たら引退して自分の好きな事
を誰にも気を使わずやるぞ」
なんてまじめに考えていた。
そして50歳を過ぎた今、
もう一度、これからそして此
処までの「旅」を振り返る。
医療技術も何も発達していな
かった昔、5千円札になった
樋口一葉は明治29年、肺結
核のため24年と言う短い生
涯を終えた。石川啄木もまた
同じ病で若干27歳で終える。
もう少しさかのぼると明治維
新の礎となる伊藤博文、山縣
有朋らを指導した吉田松陰は
29歳で小伝町の獄中で斬首
により処刑されてしまう、そ
して信長は48歳で本能寺で
果てる。
そんな人と比べれば、既に
倍近い時を過ごし、今だ、未
熟の極みである自分、さてさ
てどんなものか…。10歳か
ら22歳までは、ほんの少し
の淡い恋と悶々と「人間って
何だろう、何で生きているん
だろう」なんて考え、全然、
答えの形さえ見つからなかっ

旅太郎の

た
び
日
記

織田信長

樋口一葉

吉田松陰

た。30歳までは所帯を持ち
生活するだけで一杯々だっ
た。40歳は失敗の連続でう
まく軌道に乗ろうとすると、
自ら壊していた気がする。そ
してこの10年、なにがどう
変わったか、人間なんてそう
変われるものではない。唯一
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現在、少しずつ変わってきた
事は〝我が我が〟と言う自己
中心的、または自己愛から、
何かこの世に生まれた自分の
存在が誰か一人でも二人でも
いいから、良い風を送られれ
ばそれで充分と思えるように
なってきたことかもしれな
い。まずは自分の身近なとこ
ろから…。
京セラの稲盛氏著作の「生
き方」と言う本の中に「生き
ている間は欲に迷い、戸惑う
のが人間とう生き物の性、放
っておけば、私達は際限なく
財産や地位や名誉を欲しが
り、快楽におぼれかねない存
在である。しかしそういうも
のは現世限りでいくらたくさ
んため込んでも、どれ一つと
してあの世に持ち越すことは
できない。この世のことはこ
の世でいったん清算しなくて
はならない。その中で、たっ
た一つ滅びないものがあると
すれば『魂』ではないか。
『この世へ何しにきたかと言
えば、生まれた時より少しで
もマシな人間になること』」
と説いている。
そう考えるとそんなに、欲
ばらなくても、自分のできる
最大限度の努力の中で精一
杯、悔いなく生き、悩み苦し
みの中で自分の「魂」を磨い
ていければ良いと思う。今私
は来月1月で50歳を2つ超え
るに当たり、ようやく朧気な
がら終点を意識しながら肩の
力が抜け、人間らしく歩んで
いけるような気持ちだ。
（後編へつづく）
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起業家お役立ち広場

節 約 特 集
起業したばかりの方でも、個人の方でも誰でも、常々節約は心がけているもの！たくさんの情報の中
から知られているようで知られてない節約技などをご紹介していきます〜！まずはコーナー第一弾！

◎デジカメ写真を無料で印刷！ 無料で宅配!! 日本初!!!
デジタルカメラで撮影した写真の一部に広告を掲載
する代わりに、無料で印刷・宅配するサービスを11月
からスタート。このサービスを始めたのはIT企業の
「アイディアシンク」。
サイト名は「Prie（プリア）」⇒http://www.priea.jp。
登録無料で、利用者はPC専用サイトに写真のデジタル
データを送ります。すると一週間以内に一般的なL判
サイズの写真が届く、というシステム。サイト内にア
ルバムを作ることができ、これを共有することでいつ
でも、どこからでも皆で見ることができます。一回の
注文で30枚、１ヶ月に２回（計60枚）まで注文可。
社内行事や結婚式など自宅で印刷するのもひと手間
かかるもの。全部タダやってもらえれば言うことな
し！ういたお金でコーヒーブレイクしましょ！
早速編集部でも挑戦してみました！
画像プリントが大変きれいでビックリ！
！
ハーフタイプの広告はやはりインパクト大ですね。
今後のバリエーション展開に乞うご期待〜。

■□また出ちゃいました！TVCM！□■
12/2（土）

テレビ東京の｢コレイチ｣にてOAランドが紹介されました！
出演したのは、なんと田町東京店の進藤店長〜！
と、これから起業予定の美人さん２人組！（ドラマ仕立てです）
OAランド各店舗にて放映中です！

★OAランド所沢店・PCコーナー限定★

『八丁堀店』OPEN記念セール実施中!
パソコン・液晶モニター・プリンターの◎対象商品◎に限り、
20％OFFいたします!!
☆CRTのPCは電気代が1ヶ月約2,000円。
「

同じ大きさの液晶を使用すると約1,400円!!
この機会に液晶モニターに替えましょう〜！
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電 脳 W O R L D
首都圏を回っています
こんにちは、首都圏営業部の高橋です。今年、2006年7月1日に入社致しました。平均
年齢が若く、先輩・仲間はみんな元気です。電脳の元気をもらい、入社して間もなくです
が、友人・知り合いなどから
「以前より顔つきが良くなった」
と言われることが多くなりまし
た。電脳元気のおかげです。
私の業務内容ですが主に外回りの営業活動を行っています。電脳では店舗販売が
中心で、店舗及びネット販売も行っておりますが、これからは、お店になかなかご来店で
高橋

一也

1970年7月5日生
東京都足立区出身
趣味：
ドライブ
好きな食べ物：
何でも好きです
嫌いな食べ物：
もちろんなし

きないというお客様のためにも、直接お伺いし、お打ち合わせ・ご提案をさせていただく
という販売も行っていきたいと思っております。私にとって、新たな電脳での業務におい
ても、お客様の声を真摯に受け止め、より良い提案ができるように、精一杯日々努力して
参ります。訪問の際には、複合機・ビジネスホン・オフィス家具など何でもご相談に乗らせ
て頂きます。使い方や利便性などについてはもちろん、複合機・ビジネスホンでは特に、
導入時（イニシャル）のコストだけではなく、導入後の運用（ランニング）のコストも含め、お
客様にとってメリットのあるご提案を致します。日々お会いする一人一人のお客様、すべ
てのお客様の力になれることが、私の喜びであり、力になれれば幸いです。今後ともＯＡ
ランドをはじめ、首都圏営業部を何卒宜しくお願い申し上げます。

ビジネスフェアに参画
11月1日（水）に新宿NSビルにて開
催された「第７回ビジネスフェア
fromTAMA」に電脳㈱として初参画
しました！約166社の参画があり、
各大学の研究部門ありで、大変な人
出でにぎわいました。

【面白発見！】
ギネスブック認定された世界最小のサイコロが、展示されていました！
0.3ミリ角で重さ0.00016グラム。９時間かけて完成させます。
とても肉眼では、どこにあるのかわかりませんでした！日本の中小企業が支える技術はスゴイ！
名刺の住所文字のヨコに置かれた世界最小サイコロ。肉眼では、ホコリにさえ見えません?!
㈱入曽精密様のブースにて

〜お知らせ〜
本年中は、電脳㈱及びOAランド各店舗をご愛顧頂き誠にありがとうございました。
お陰様で、OAランド直営店も８店舗となりました。来年も、どうぞよろしくお願いいたします。
【年末年始の営業のお知らせ】─────────────────────────────────
年内はOAランド全店12月27日
（水）
まで営業、新年は1月5日
（金）
より開店いたします。
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OAランド 直営各店舗のご案内
東田
京
店町

〒108-0014 東京都港区芝4-7-8 芝サンエスワカマツビル1階
TEL：03-5439-4446 FAX：03-5445-2900
営業時間：AM10：00〜PM7：00 定休日：土日曜祝祭日
※JR山手線「田町駅」より徒歩7分、都営三田線・浅草線「三田駅」より徒歩5分

秋
葉
原
店

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-5 KSビル1F
TEL：03-5289-0010 FAX：03-5295-0070
営業時間：AM10：00〜PM7：00（土曜のみAM10：30〜PM6：00） 定休日：日曜祝祭日
※JR総武線「秋葉原駅」より徒歩5分

西
新
宿
店

〒164-0012 東京都中野区本町1-14-11 ドネグレイス立川1F
TEL：03-5333-0030 FAX：03-3378-0050
営業時間：AM10：00〜PM7：00 定休日：土日曜祝祭日
※東京メトロ「中野坂上駅」より徒歩7分

蒲
田
店

〒146-0093 東京都大田区矢口2-28-12
TEL：03-5741-2220 FAX：03-5741-2337
営業時間：AM10：00〜PM7：00（土曜のみAM10：30〜PM6：00） 定休日：日曜祝祭日、第一土曜
※東急多摩川線「矢口渡駅」より徒歩5分、JR山手線「蒲田駅」より徒歩8分

大池
山
店袋

〒173-0021 東京都板橋区弥生町71-3
TEL：03-5986-0020 FAX：03-5986-2444
営業時間：AM10：00〜PM7：00（土曜のみAM10：30〜PM6：00） 定休日：日曜祝祭日
※池袋から車で約10分・駐車スペース有り
〒104-0033 東京都中央区新川2-10-6 カヌヤマビル1F
TEL：03-3551-0303 FAX：03-3551-0316
営業時間：AM10：00〜PM7：00 定休日：日曜祝祭日
※JR京葉線・東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」より徒歩5分

New! 八
丁
堀
店

〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘3-719-1
TEL：04-2925-0566 FAX：04-2922-5424
営業時間：AM10：00〜PM7：00 定休日：日曜祝祭日
※西武池袋線「狭山ヶ丘駅」から車で約5分・駐車スペース有り

所
沢
店
東仙
口
店台

〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-7-30 降旗ビル1F
TEL：022-257-0047 FAX：022-297-2464
営業時間：AM10：00〜PM7：00（土曜のみAM10：30〜PM6：00） 定休日：日曜祝祭日
※仙台森ビルの斜め向かい、赤い店舗です

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。

info@oaland.jp
04-2922-5424 E-mail
ホームページ http://www.oaland.jp

編集後記
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来年は、亥年です。皆さん何に
猪突猛進しましょうか…?!（Sa）
毎年のことですが、今年もアッ
という間でした。時間は無駄に
できませんね…（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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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

