OAランドを運営する「電脳株式会社」より旬の情報や特価情報など豊富な情報が満載
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独立 開業

起業家
応援団！
─ 平成19年、電脳が掲げる最大のミッション！─

起業する人、起業した人を心から応援し、
一社でも多くの成功者の手助けとなり
日本経済を明るくすること
平成19年1月・2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、当社がほんの少しでもかかわる事ができたのも何かの ご縁 。
今後のご活躍を期待するとともに、お祝い申し上げます！
◎司法書士岡部事務所
◎桂匠

様

（東京都豊島区）

様

◎K・F・プラン

【所沢店のお客様】

（埼玉県ふじみ野市） 【所沢店のお客様】
様

◎ハイラック株式会社

様

◎長島社会保険労務士事務所

様

◎株式会社エレファントホームズ

様

◎個別指導塾コーチＳ 様
◎バイオコーク技研株式会社
◎株式会社Ｇ. Ｓ. Ａ

様

◎行政書士今津事務所
◎木山興産株式会社

様

様
様

（埼玉県所沢市）

【所沢店のお客様】

（東京都千代田区）

【秋葉原店のお客様】

（東京都千代田区）

【秋葉原店のお客様】

（東京都練馬区）

【池袋大山店のお客様】

（埼玉県戸田市）

【池袋大山店のお客様】

（東京都港区）

【田町東京本店のお客様】

（東京都品川区）

【田町東京本店のお客様】

（東京都港区）

【田町東京本店のお客様】

（東京都墨田区）

【八丁堀店のお客様】

TV東京のWBSに出演！詳細は、P.7へGo!→
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独立 開業

連載①

起業家
応援団！

社労士が語る古今東西
おきて

第１回

ハケンの掟
株式会社エスティワークス

佐藤 貴則

みなさんはじめまして。社会保

定派遣といいます。ソフト会社な

る場合には労働局に対する行政手

険労務士の佐藤です。起業家の皆

どで、開発期間中はユーザーの元

続きが必要になるで、知らずに違

様の中では、すでに社員を雇われ

で常駐開発を行う場合などがこれ

法行為とならないためにも自社が

ている方もいれば、これから雇う

にあたります。会社としてまず気

派遣形態に該当するかをよくチェ

予定の方もいらっしゃると思いま

をつけたいのは、自分の会社が知

ックしておいてください。

す。労働者を雇うということは経

らない間に派遣法に違反していな

営者としての第一歩です。このコ

いか？ということです。前述した

さて、そうはいっても派遣は使

ーナーではそんな経営の第一歩を

特定派遣におけるソフト開発の例

い勝手のよい労働力として企業で

踏み出した起業家の皆様に、身近

を聞いて「いやいやうちは常駐し

は重宝されています。最近では正

にある労働法のお話をわかりやす

ているけど下請だから」という人

社員よりもスキルの高い派遣社員

くお届けしていきたいと思います。

もいるんじゃないでしょうか？請

も珍しくありません。今後も活用

負と派遣、この違いを認識してい

の幅が広がりそうな派遣社員です

ない方は意外と多いと思います。

が、受け入れ側の派遣先でも気を

社員。当初は一風変わった雇用形

請負とは業務を委託されている状

つけなければならないことがあり

態として特別視されていた派遣社

態をさしており、発注者の依頼に

ます。派遣社員の受け入れには制

員も今では労働市場に欠かせない

基づいて納品するのが仕事です。

限期間というものがあります。派

存在となり、派遣法自体も大きな

したがって、その間はどのような

遣社員は臨時雇用という概念のた

見直しを余儀なくされています。

作業工程を経ようとも発注者の指

め、長期間の雇用継続は企業の正

まず一般に派遣社員と呼ばれるの

揮命令下に置かれることはありま

社員雇用努力を阻害し労働市場に

は登録型の一般派遣のことです。

せん。常駐しているのも言ってみ

悪影響を与える恐れがあると考え

大手派遣会社に登録して3ヶ月ご

れば便宜上「間借り」しているだ

られているためです。一般業務に

とに更新、なんていうのはこの一

けです。これに対し、派遣の場合

ついては最長3年間とされていま

般派遣のことです。一方、登録型

は、派遣先の指揮命令下に置かれ

す。派遣先も派遣元も法律を遵守

ではなく、自分の会社で常時雇用

て労務を提供します。つまりこの

し、適正な運用で効率よく事業活

している社員を派遣する形態を特

場合の請負と派遣の大きな違い

動に活用していきたいものです。

は、常駐先で指揮命令下に置かれ

お困りのことあったらいつでもご

ているかどうかという点なのです。

連絡ください！

テレビドラマでも活躍中の派遣

本当は派遣形態なのに、
「請負」
と称して労働させることを「偽装
請負」といいます。昨今はこの偽
装請負に関して大手電機メーカー
が行政から厳しく指導される例も
新宿区のエスティワークス事務所
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出てきました。派遣形態に該当す

株式会社エスティワークス
（社会保険労務士事務所エスティワークス）
代表取締役 佐藤貴則
（人事コンサルタント・特定社会保険労務士）
TEL 03-5654-7511 FAX 03-5654-7513
http://www.st-works.com
info@st-works.com

精を出して脇目もふらずに働く。これがこの世で最も安価な、そして最上の健康薬である。（デール・カーネギー）

独立 開業

連載②

起業家
応援団！

ニンニン鈴木の

インターネットマーケティング相談所
第１回

理由はありますか？
有限会社ニンニンドットコム

読者のみなさん、はじめまして。

鈴木 忍

こと。

今号から、このコーナーをつとめ

・大手スーパーでもたくさん売れ

させていただきますニンニン鈴木

ている人気ストアであるという

です。企業のホームページの企画、

こと。

制作会社「有限会社ニンニンドッ

最低でもトップページにこのよう

トコム」に所属しています。

な内容を証拠とともに掲載するこ

ぼくもニンニンから生まれました！

このコーナーでは、日々？当社

とが必要だったと思います。アメ

そんなことも気にしながら、今

に寄せられる、ホームページで商

リカの国旗などをデザインに入れ

回は、もう一度、自分の商売に対

売をしたい人たちからの相談例を

るかもしれませんし、ユーザーの

する 想い を整理して、ライバ

公開していこうと思います。

声なども必要でしょう。

ルを調査し、どの部分が強みにな

例えば、「健康に気を使う人間

り、その強みを求めているお客様

先日の出来事。サプリメント販

ならみんな知っている！本物のサ

がどういう行動をとるだろうか？

売のホームページを立ち上げた某

プリメントはアメリカ産」ぐらい

をもう一度企画段階にもどしてや

社が、「弊社のサイトを

言い切ってもいいのでは？とも思

り直すことになりました。

売れる

サイト への変身させるためのお

います。

手伝いは可能でしょうか？」との
ことで来訪されました。

最後に、今回の一言。
インターネットの世界というの

サイト運営者の 想い は、サ

は、 比較・検索が容易にできる

「あなたが考えているお客様にと

プリメント大国である本場アメリ

世界 です。そんな中、どうやっ

って、あなたのサイトで買う理由

カのサプリメントを日本のお客様

て 他ではなく、このサイトで買

は何ですか？」

に輸入販売したいというもの。し

う理由 をメリットとしてアピー

かも、それらのサプリメントは、

ルするかが重要です。

ウォルマートやカルフールなどの

特に、健康系の商品は、ケンコ

大手スーパーマーケットで売れて

ーコムや、ＤＨＣ、ファンケル等、

いる人気のサプリメントであると

大手がひしめき合っています。そ

いうことです。

して、薬事法の規制があるため、

しかしながら、日本では見たこ
とも聞いたこともないサプリメン

公に認められていないかぎり効果
効能はいっさいうたえません。

トが「美しく健やかな体」という

例えば、八百屋さんが野菜を販

キャッチコピーで並べられていて

売したいとき、誰もが知っている

も、怪しさ満載すぎて、まず買っ

ような「食物繊維は便秘にいいよ」

てもらえません。せめて、

なんてことすらうたえないので

・アメリカは健康に関する先進国

す。薬事法に触れては広告などで

で、サプリメント大国だという

では、また次回 (^0^)/˜˜

の露出が難しくなります。

自分にできる限度をほんの少し超えたことを、毎日一つ実行せよ。
（ローウェル・トマス）

有限会社 ニンニンドットコム
代表：鈴木 忍
ＷＷＷ.nin2.com
TEL 03-5285-8540
10：00〜19：00（土日祝日除く）
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独立 開業

電脳・起業家USER紹介 Part1

起業家
応援団！

株式会社インズケア（保険代理店）

いつでも、そしていつまでも
お客様のために
私たち「株式会社インズケア」

私共では、現実にこのような事に

は、昨年11月に6名で新設した保

ならないように、ご提案の段階か

険代理店です。ただし新設とはい

らメリットとデメリットをご説明

え、各人約20年〜30年のキャリア

します。

がございます。
さて最近の保険業界はと言え

また最近の情報として、治療技
術の進歩により「がん＝入院手術」

ば、皆様もご存知の通り「自動車

だけでなく「通院治療」も年々増

保険や生命保険等での保険金不払

加傾向にあります。そのような場

い」や「火災保険の建物評価の誤

合でも、入院せずに通院して治療

りによる保険料の払い過ぎ」等、

する場合も補償できる保険が好評

新聞紙上を連日のように騒がして

です。様々な周辺知識を身に付け、

おります。確かにこれら一連の出

保険会社が売りたい商品を販売す

来事は保険会社自体の問題ではあ

るのではなく、お客様のニーズに

りますが、当社では、この問題に

合った最適な保険をプランニング

ついて正面から立ち向かっていま

し、ご提案をさせていただいてお

す。

ります。そのために当社では現在、

一例としてお客様から保険金の
ご請求や事故のご一報をいただい

損害保険会社6社、生命保険会社3
社の商品を扱っております。

た際に、保険会社に報告後、定期
的な社内会議において社員相互に

インズケア……社名の由来は

チェックし、再度保険会社に確認

INSURANCE（保険）とCARE

します。
「保険屋は入る時にはいいこと
ばっかり言って、いざ出すとなる
と…」実によく耳にする言葉です。

■蒲田店のお客様■

（お世話をする、配慮する）から
出来ています。
お客様の保険について「いつで
もそしていつまでもお客様のため

株式会社インズケア
代表取締役社長 飯渕 智彦
〒144-0052
東京都大田区蒲田4-29-1
日新第3ビル5F
TEL：03-5713-7200
FAX：03-5713-7065
Mail：s-nemoto@inscare.co.jp
創業日：平成18年11月

■プチ疲れ目解消法■
仕事でパソコンに見入った後は、
ショボ ショボ目に なりや す い で す
ね。これは、目の血管が血行不良に
なってしまった合図。蒸しタオルで
目を覆うようにパックしましょう。目
の周りの血管が広がり、血行が良く
なります。
（やけどに注意！）
眼球をクルクル回す体操も効果
あり！

に」を合言葉に、社員一同誠心誠
意お世話をさせていただいており
ます。

今号のKEY WORD
【Windows Aero】
OSの名称ではない。
「Windows Vista」
に搭載される機能のこと。半透明に透
けて見えるウィンドウ枠やスタートメ
ニューが特徴。
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常に正しいことをやれ。人が喜ぼうが、あっと言おうがかまわない。（マーク・トウェイン）

独立 開業

電脳・起業家USER紹介 Part2

起業家
応援団！

株式会社イー・ピー・オー・コミュニケーションズ
（イベント、コンサート企画制作ほか）

人々に夢や感動を与えたい！
■池袋大山店のお客様■
かわら子：「イー・ピー・オー・
コミュニケーションズ」さんの起
業のきっかけは何ですか？

Massage from E・P・O
弊社は小さなイベントから超ビ

中村さん：イベント運営会社でア

ックイベントまで、幅広く行って

ルバトをしてまして、お客様から

いく所存で、人々に夢や感動を伝

直接、声をかけていただき、仕事

える、仕事をする会社にしていき

量が多くなってきたので、会社を

たいと社員一同願っています。

起こしました。

また、イベントの運営を主に全

かわら子：お仕事内容を教えて下

般的にやっていきますので、やり

さい。

がいのある会社でございます。イ

中村さん：今現在は、イベント運

ベントが大好きなあなたに是非と

営がメインで、東京国際フォーラ

も弊社ではたらいてはいかがです

ム・東京ビックサイト・幕張メッ

か？心よりお待ち申し上げます。

セ他、ホール・ホテル等での会場
整理・案内・受付での運営を一括

◎もっと「E・P・O」を知りたく

で、請けております。

なったらコチラまで

かわら子：今後の目標や「こんな

⇒ http://www.e-p-o.jp

株式会社イー・ピー・オー・
コミュニケーションズ
代表取締役社長
〒160-0022

中村 正

東京都新宿区新宿5-17-6
新宿三光ハイム202
TEL：03-5155-2335（代）
FAX：03-5155-2336
Mail：sho-epo@dune.ocn.ne.jp
URL：http://www.e-p-o.jp
設立日：平成18年10月27日

会社にして行きたい」などの展望
を、教えて下さい。
中村さん：社員を増やし、イベン
ト・展示会・セミナー等での企画
〜制作をやっていきたいと思いま
す。
かわら子：最後にこれまでの人生
で、感銘を受けた言葉や、人、本
がありましたらご紹介ください。
中村さん：アルバイト時代に上司
より、 人に使われるより、人を
使う方にまわれ と！
かわら子：ありがとうございまし
た。今後のご活躍を期待していま
す！

編集部より!!

「E・P・O」さんの
最近のビックニュース！
今年の7月7日から15日間、
川崎市で行われる「第3回アメ
リカンフットボールワールド
カップ（IFAF主催）」にてオ
フィシャルショップを運営し
ます！第1回、2回とも日本が
優勝しています！この機会に
是非、本場アメリカンのよう
な臨場感を味わい下さい！
大会の詳細はコチラ
⇒ http://wc2007.info/

*カラダ大切に〜旬の食材〜*
春のキャベツは甘くておいしい！ビ
タミンCが豊富に含まれ、美肌効果
や風邪の予防に効果あり！ほかに
も、胃腸の粘膜を健康に保つ栄養
素・ビタミンU、カリウムや食物繊維
など多くの栄養素が含まれます。お
花見前に胃腸も整えましょう。外食
時は、是非キャベツメニューを一品
食べて！

掲載希望の会社を募集しています
私の会社に来て！という方を募集して
います。まずはお気軽に下記までメー
ルをください。お待ちしています！
メール：kasai@dennoh.net
ＦＡＸ：04-2922-5424

自分にひけ目があると思い込まないうちは、誰もあなたにひけ目を感じさせることはできません。
（エリノア・ルーズヴェルト）
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独立 開業

旅太郎の旅日記

起業家
応援団！

起業した時の志をずっと持ち続けられれば
会社は50％の確率で成功する
起業 という覚悟を決めた時、誰も
が今後の展開に夢をめぐらし、ワク
ワクし、またそれとは裏腹に大きな
不安に、眠れない夜を過ごすことも
多いであろう。そんな時、身の置き
所を与えてくれるのは、言葉である。
人は言葉を欲しがり、言葉に助けら
れ、言葉に救われる。そんな言葉を
拾ってみました。

今日は店舗終了後、都内の全店
長、営業部長、有志の役員が8時
半、一箇所に集合し、それぞれ指
定された配布地域にポスティング
を実施した。自分にとっては何年
ぶりになるだろう。
しかしスタート時点でつまずい
た。信号機のある横断歩道を5歩

初心、忘れるべからず

ほど渡った時、カタログでぎっし

格 闘 詩

り詰められたビニール袋が重さで

た。そして2月、全社員が全力投

〜がんばる自分を応援する言葉〜

切れてしまい、半分以上散乱して

球した最後の日、疲労も半端じゃ

しまったのだ。信号を待つ車やバ

ない中、こうして集まって愚痴ひ

イクのライトに照らされながら、

とつ言わず、心を一つにしポステ

「タイヤに轢かれたのでは一枚20

ィングを実行してくれた仲間達と

円のカタログが無駄になってしま

これからも「いい会社作り」を目

う」ようやく道路の端の歩道まで

指し行動をともにし、「幸」を分

移動し事なきを得た。それからビ

かち合いたいと思う。勿論、月末

ルのポストを目がけて歩く、歩く、

のため、これに参加できず明日の

昔と違いセキュリティが厳しくな

棚卸し準備に、売り上げ集計に会

りなかなか容易には入れさせては

社に残り、遅くまで努力してくれ

くれない。兎に角、扉が空いてい

ている仲間も忘れてはいない。

るビル、ビルに…段々昔の感が戻

「起業時の志を永遠に…」

る。欲がでる、自分をポストが口
を開けて待ってくれているような

「もういちど」
もうやめてしまおう
そう思ったら
もういちどやってみる
もう俺には無理だ
そう思ったら
もういちどやってみる
もうあきらめよう
そう思ったら
もういちどやってみる
ここでやめてしまったら
ここでおりてしまったら
ここでもどってしまったら
どんなに楽かと思ったら
もういちどやってみる

錯覚に陥る。いつのまにかどちら
の方角を向いて進んでいるのか方

※もっと旅太郎を知りたくなった

向感覚すらおかしくなる。若かり

らコチラまで

し頃、起業時、金も人も物も、ほ

⇒http://blog.oaland.jp/

とんど持ち合わせていない時代、
自分の体がある限り、自分の頭が
ある限り出来ることは何でもやっ
て行こうと純粋に思った事、これ

なにかをクリアできなくても
なにかを成し遂げられなくても
なにかに勝利できなくても
もういちど
もういちど
もういちど
そう思い直しやりつづけるかぎり
ひとは決して
敗北者にはならない

こそが起業し成功する為に一番重
要な事と痛烈にしみじみと思っ
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（格闘詩人：野崎美夫）

次の心得を守れば、十中八九成功する ―― 自身を持つこと、そして仕事に全力を尽くすこと。（トーマス・E・ウィルソン）

独立 開業

TOPICS

起業家
応援団！

TV東京「ワールドビジネス

サテライト」に電脳登場!!
去る2月27日のTV東京夜23：00からののビジネス番組「ワールドビジ
ネスサテライト」にて、 引越し特需に沸く業界 で当社が出演しまし
た！都心のオフィスビルの建設ラッシュに伴い、企業の移転・新設が進
んでいるなかでの最前線ビジネス、という事での取材でした。
詳しくは、
「http://www.tv-tokyo.co.jp/wbs/」のハイライトでご覧頂

皆様のおかげで、
楽天市場・週間MVP
「楽天市場ショップ・
オブ・ザ・ウィーク」を
受賞いたしました！！
（2007年2月度第4週）
この賞は、売上伸び率、売上伸び額、
売上総額、店舗評価、ユーザからの
声などを基準に決定される賞です！

けます。
■OAランド楽天店長より喜びの声■
2月は、リサイクルトナー販売に力を入れ
ていましたが、
それに伴ってシュレッダー、
什器などの売り上げも伸び、成果が上
がった結果の受賞かと思います。これ
に驕ることなく、今
後もお客様に喜ば
れるショップにでき
るよう、スタッフ一
同がんばります！
9割の客が起業家で新しく会社を始める人

八丁堀店

電脳読書くらぶ

成功はゴミ箱の中に

―レイ・クロック自伝世界一、億万長者を
生んだ男―マクドナルド創業者

誰もが知っている
『Ｍ』
マークのマク
ドナルドチェーン店。もともとは、
ミルク

貫き通したレイ・ロックの生き方が、マ

セーキ用ミキサーのスーパー営業マン

クドナルドという地方のハンバーガーレ

だった男が、ロス郊外のマクドナルド

ストランを世界的なチェーン店へと変

兄弟のハンバーガー・レストランに感動

化させた。

し、チェーン化に成功した話である。

レイ・クロック、
ロバート・アンダーソン／共著
野地秩嘉／監修・構成
野崎稚恵／訳
出版社: プレジデント社
発売日：2007年1月
1,500円（税込）

ら始まり、裏切られつつも人を信じ、

基本精神である
「品質
（Quolity）
、

その名は、
レイ・クロック。彼の人生を

サービス
（Servis）
、清潔さ
（Clean）
＆

集約、いや彼の営業センスそのものか

バリュー
（Value）
」
を各店舗で維持し

ら、ファミリーの事まで、こと細かく綴ら

続ける事に固執した事は、今やフード

れているスゴイ一冊である。

産業においては基本中の
『基』
となっ

彼は、当然ながら出会う数多くの
苦境を乗り越えるため、一度に一つ

ている。この精神はすべての店や会
社にも言える事であろう。

のことしか悩まず、問題をズルズル引

金を手に入れるより、追いかける面

きずらない。雑念は大きくなる前に消

白さにのめり込んだ男は52歳で起業

す。何事も自分の直感を信じることか

したのであった･･･。

この世で人を疲れ果てさせるものは、自分を偽る心です。
（アン・リンドバーグ）
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独立 開業

起業家プラザ

起業家
応援団！

第５回 電脳講習会＆異業種交流会

が実施されました！

平成19年２月19日
（月） トスラブ赤坂 15：00〜
お題：『新税制法案の大きな落とし穴！知っていれば得する補助金制度とは…』
講師：Ａ＆Ｔコンサルティング株式会社 代表取締役／社団法人日本不動産鑑定協会会員 富田 隆史 氏
富田隆史氏プロフィール
業家応援団」の会員となります。
ご多忙にもかかわらず、多数ご
H15年1月に富田隆史税理士事務所設立
次回の異業種交流会は、４月18日
参加いただきありがとうございまし
H18年9月に不動産鑑定・税務コンサルティング会社
｢A＆Tコンサルティング㈱｣を設立。代表取締役に就任。
た。税制度の問題は、難しくても （水）の予定です！奮ってご参加下
現在に至る。
〒160-0017 東京都新宿区左門町6番地 米倉ビル302
起業家にとっては、
「知らねばソン!」 さい！（下欄参照）
E-mail tomitax@rf7.so-net.ne.jp
HP http://www009.upp.so-net.ne.jp/tomitax/index.html
と理解していかなければならない
分野です。少しでもアンテナを張
今回、新たに参加していただいた企業・個人の皆様
ってチャンスを逃さないようにして
・株式会社アディック 様（会員様ご紹介）
いただきたいと思います。
・有限会社S.C.I 様（会員様ご紹介）
この出会いが、皆様にとって有
・朝長デザイン事務所 様（会員様ご紹介）
益な出会いになるよう祈っておりま
・司法書士今津事務所 様（東京田町店お客様）
す。また、異業種交流会に参加い
・アジアベスト株式会社 様（東京田町店お客様）
ただいたお客様は、自動的に「起
・響エンタープライズ株式会社 様（秋葉原店お客様）

アンケートからの声★Voice
⇒中小企業基盤人材確保補助金制度を理解できて、良かったです。
⇒税制の改正ポイントや助成金の申請に関して注意すべき所が理解できた。
⇒今日、再認識しましたが、知らないと損をする、知っていると得をする事が
多い事と、経営者としては知らなければいけない事を痛感しました。 etc.

異業種交流会予告

第6回電脳異業種交流会のお知らせ
会社創設10周年を迎えた起業家オタク浜口氏が語ります！
■日時 平成19年4月18日（水）15：00〜
■講師 株式会社 ビジネスバンク
代表取締役社長 浜口 隆則 氏
独自の経営理論を持ち、起業して僅か数年
で日本有数のSOHOオフィスビジネスを展開。
心から起業家を愛し、自他ともに認める「起業家オタク」が語る幸せ
社長の経営論。「戦わない経営」。
本来、外部からの要請は一切、断っている氏が、特別に講演して頂
ける稀少なセミナーです。
尚、定員になり次第締め切りとなりますので、あしからず…。
※申込み締め切り：4月13日（金）
今回、浜口氏著書の「戦わない経営」の本を
参加者全員にプレゼント！
真っ白な装丁には、「…What color is your flag?」
と…
【浜口隆則氏 略歴】横浜国立大学教育学部卒、ニューヨーク州立大学経営学部卒。
詳しくは、コチラまで ⇒ http://www.kigyoka.net/
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リニューアル記念！
おすすめBOOKプレゼント
編集部がオススメする一冊を、５名様
にプレゼントします！別紙に必要事項
をご記入のうえ、編集部までFAXに
てご応募ください！
締め切りは、⇒ 4月13日(金)！

FAX：04-2922-5424

独立 開業

起業家
応援団！
http://www.kaisetsu.jp/
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