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

起業家応援団では、起業家の皆様をモノの面から、人との出会いの面から、
応援・支援していけるように一層努力していこうと考えています。

『支援とは 楽にさせることではなく やる気にさせること』
第１回電脳フットサル大会にて

目

次

01¡ザ・ミッション！
やってみました！フットサル！
02¡独立開業
平成19年3・4・5月に独立・開業された会社様
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第二回 年次有給休暇の掟
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独立 開業

独立開業

起業家
応援団！

平成19年3月・4月・5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！
ここからがスタートです！
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 。
今後のご活躍をお祈りいたします！
今回は3月〜5月の3ヵ月に渡っての創立ユーザー様のご紹介です。
【田町東京本店のお客様】

【池袋大山店のお客様】

◎株式会社ワイシステム
（東京都港区）

◎小澤司法書士事務所（東京都板橋区）

◎株式会社本荘経営研究所（東京都大田区）

◎東京メインテナンス
（東京都練馬区）

◎エムアウト キッズベースキャンプ事業部

◎エム・デー・ビー株式会社（東京都板橋区）

（東京都大田区・江東区・世田谷区、
神奈川県川崎市）

◎株式会社インテリンク
（東京都板橋区）
◎有限会社エス・オー・ジー
（埼玉県さいたま市）

◎清泉メディカルクリニック
（東京都世田谷区）

◎小さな不動産屋（東京都杉並区）

◎広尾法律事務所（東京都港区）

◎株式会社Ｓ
Ｉ
ＬＩＣ
（東京都文京区）

◎株式会社柴田技研（東京都港区）
◎有限会社グローバルシステム
（東京都港区）
◎株式会社アットハウス三重営業所（愛知県）

【西新宿店のお客様】
◎有限会社オートアニバーサリー
（埼玉県さいたま市）

【八丁堀店のお客様】
◎株式会社レイ・アウト
（東京都中央区）
◎森川通運日本株式会社（東京都中央区）

【秋葉原店のお客様】
◎株式会社エフティム
（東京都港区）

◎ヴランケンジャパン株式会社（東京都中央区）

◎株式会社不動産広告研究所（東京都千代田区）

◎株式会社NTL（東京都中央区）

◎株式会社シーズン（東京都港区）

◎株式会社ディールゲート
（東京都中央区）

◎株式会社エポック
（東京都中央区）

◎株式会社ボアド（東京都千代田区）

◎行政書士鈴木康徳（東京都文京区）

◎檜町ウィメンズクリニック
（東京都港区）

◎株式会社グローバルスペース
（東京都千代田区）

◎株式会社オーエスコーポレーション

◎株式会社フォルトナ（東京都港区）

（東京都中央区）

◎千葉総合住宅株式会社（千葉県市原市）

◎株式会社アイ・プライド（東京都中央区）

◎株式会社Med. Japan（東京都台東区）

◎株式会社アジアントレーディング

◎株式会社サンクエトワール（東京都台東区）

（東京都千代田区）
◎株式会社清田（千葉県鎌ヶ谷市）
【蒲田店のお客様】
◎菅原工業株式会社（東京都大田区）

◎株式会社共立エステート
（東京都立川市）
◎西日本建技株式会社（東京都荒川区）
【所沢店のお客様】
◎有限会社オフィス森田（埼玉県新座市）

◎株式会社トラック
（横浜市都筑区）
◎株式会社ポラライズ（東京都渋谷区）

【仙台店のお客様】
◎株式会社ネクストワーク
（宮城県）

※敬称は省略させていただきます
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◎株式会社ヴォーグ（岩手県）

決断できない時は 楽をしようとしている（起業家精神・人生を変えた言葉より）

独立 開業

旅太郎の心の日記

起業家
応援団！

何のために働くのか。
何のために働くのか。自分なり

いようにいい結果を叩きだし紹介

に問うてみる。

も増えた。そんな方達とは20年以
上たった今でも良いお付き合いを

昔は今のようなニートなんて言

させて頂いている。大事な財産だ。

葉も存在せず、何も考えず働くの
が当たり前と思ってスタートした。

その後、起業する。

しかしどうせ働くなら、楽しいこ
とを好きなことをしたいと思った。

（上段左から）伊藤・道下・鈴木
（下段左から）高橋・馬場

結局、今自分があるのは不思議
なことにその二つの会社で経験し

暫くするとそんな考えは吹っ飛

自分が向かないと思うと益々辛

た嫌なこと、辛かった事の教訓が

んだ。楽しむ余裕なんて正直なか

い仕事になる。大体、自然ととも

経営において重要な基盤となって

った。只々朝が来て夜がくる毎日

に自由に生きたい人間が、人にお

いる。

だった。「あっと」言うまに一日

愛想を作って販売する仕事なんて

が終わる。家路に着きふとんに入

やっていけるわけがない。

るとバタンキューだった。只、今
考えると本当に好きになろうと努
力したかについては自信がない。

そして今、「何のために働くの
か」揺ぎ無い答えがはっきりと見
えている。

潰瘍にもなった。悩んだ結果、
なにも、そんな全員に気に入って

「自分も含め関わる人みんなが
幸せになるため」そのためには…

もらえなくても10人のお客さんの
その後 ベンチャーの勇 と当時

内、3人に理解してもらえれば3割

言われた、弱小ではあるが活気あ

バッター首位打者になれるじゃな

るコンピューターメーカーに転職す

いか！それなら自分に取って相性

る。そこでも希望した職種には付

のいい3割に心血を注ごうと…。

かせてもらえず、自分には到底向か
ないと思った営業に配属となる。

それから流れが変わった。面白

もっと読みたい方は
「ＯＡランド社長日記」へGO!

■そういえば、｢電脳」の社名の由来って？■
私どもが起業した1985年はシステム会社が林立した時代で、その社名はローマ字かカタカナがほと
んどでした。そこで一度聞いたら忘れられない音「オン」と、日本人なのだから漢字で、と考えました。
中国・台湾語でコンピューターそのものを電脳＝電子頭脳と言う意味にあることを知り、現在の名前に
至りました。その当時は類似名は皆無に等しく、やがて数年後、メーカーや新聞紙上でも｢電脳ライフ｣
や｢電脳｣にプラスした造語が生まれたのは知るところです。
23年たった今でも、私にとっては誰になんと言われようが、
ともに歩いてきた大事な同志と思っております。
あきらめないでいるだけで 信じられないことが起きる（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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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２回

年次有給休暇の掟
株式会社エスティワークス

みなさんこんにちは。社会保険

佐藤 貴則

ものではありません。付与してい

ールを明確にしておきましょう。具

労務士の佐藤です。経営の第一歩

るのは「法律」です。したがって、

体的には就業規則等で「年次有給

を踏み出した起業家の皆様に向

少なくとも法律上の付与条件に当

休暇の取得申請は少なくとも5営業

け、身近にある労働法のお話をわ

てはまるものについては、会社の

日前に行うものとする。
」
などとして、

かりやすくお届けしていこう、とい

許可がなくとも取得することができ

ある程度の時間的余裕を持って申

うこのコーナーも早くも第2回とな

るというのが正しい理解です。

請してもらうようにします。そうす

りました。今回は、誰もが一度は
使ったことがある「年次有給休暇」
についてお話したいと思います。

ることで代替人員の確保や時季変
会社には時季変更権がある
しかし、人員シフトをギリギリで

更権の行使を判断するための時間
的余裕を得ることができるようにな

どうぞよろしくお願いいたします。

組んでいる場合など、突然休みを

皆さんご存知の通り、年次有給

とられてしまっては事業の運営が

また、前述したとおり年次有給

休暇は、雇い入れの日から起算し

成り立たない、という場合もありま

休暇の申請は労働者の請求のみで

て6ヶ月間継続して勤務し、全労働

す。こうした場合を考慮して、使用

成立する権利ですが、使用者側の

日の8割以上出勤した場合に10日が

者には労働者の権利を一定程度制

承認という行為が「時季変更権の

与えられ、その後は6ヶ月を超えて

限することができるという権利が与

不行使に関する意思表示」という

継続勤務する日から起算して勤続1

えられています。これを使用者の

意味を持つことを考えれば、労働

年ごとに付与日数が加算されます
（最高の付与日数は20日です）
。

「時季変更権」
といいます。

ります。

者としては年休の取得を確定させ

ではこれらの権利がぶつかった

るためにはこの「時季変更権の不

場合、どちらが優先されるのでし

行使確認」を「使用者側の承認」と

年次有給休暇は会社が

ょうか。この点については、裁判

いう形でとっておくことが必要

付与するものではない

例でも単に「忙しい」という理由だ

であるといえるでしょう。

ところで、年次有給休暇（以下年

けでは、
「事業の正常な運営を妨

休）
というものは、労働基準法で定

げる場合」には該当しないとされ

年休というのはこのほかにもた

められた労働者の権利です。です

ており、代理人員の確保が困難で

くさんの細かい運用ルールがあり

から、法律上当然に発生するもの

あるという状況が事業運営を著し

ます。正しい知識をもって労使双

で「使用者が付与する」という類の

く妨げる場合で無い限り時季変更

方に弊害の出ない運用方法を検討

権は行使できないというのが一般

してください。

的な解釈です。
就業規則上で取得ルールを
明確にしておく
それにしても会社としては無秩
序な年休申請は困ります。そこで、
新宿区のエスティワークス事務所
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労使間で年休取得に関する運用ル

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

人の言葉よりも 行動が真実である（起業家精神・人生を変えた言葉より）

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２回

あなたの隣りにはどんな店舗がありますか？
有限会社ニンニンドットコム

読者のみなさん、お待ちどうサ

常に多いです。商売をやるからに

マー
（もう夏ですね）
。さっそく、第

は、独自性は必要なのでこのような

2回はじめます。

鈴木 忍

ライバルはいない という気持ちは

お肌の若返りを提供する再生医

大切です。でも、今回は自分たちの

療という分野の某社。検索エンジ

サービスと同じメリットを生むもの

ンやアフィリエイトなどの広告で、

が、お客様の選択肢に含まれるで

ある程度まとまったアクセス数はあ

しょうから、本来は美容外科やサプ

そして、となりにずらーっと、ライ

る様子。しかしながら、なかなかお

リメントまでもがライバルになるはず

バルである美容外科が並んでいる

申し込みにはいたっていない。

です。

と予想するのなら
「美容外科で思い

実際に治療を受けると見違える

そして、お客様は「シワをとるに

通りにならなかった方へ・・・」
とか、

ほど、シワがとれ、お肌にハリとツ

は？」
とか、
「目のくまをとるには？」 「美容外科の○○○では満足を得

ヤが蘇る医療です。そのあたりの

という疑問の解決策をネットで探し

られなかった方へ・・・」
というキャ

事例写真などは、サイトの中にもあ

ているのではなく、解決策は「美容

ッチコピーのほうが的を得ているか

るようで、実際見るとびっくりするほ

外科」で、とか「サプリメント」で、と

もしれません。

ど若返っています。

いう具合に解決策まで知っててそ

本当のメリットは、そのサービス

サービスの価格や、実際に来店

のサービスを探しているものです。

自体の効果というよりも、探すとい

しなければそのサービスを受けら

それは、インターネットで検索す

う行為をした人にとっての、もっと

れないなど、そもそものサービス自

る人の行動パターンとして、 検索を

専門的で、マニアックなものです。

体に、数々の障壁はあるものの、ま

使って探し、賢くなりながら検索を

そして、それは何より、お客様の目

ずは 来ては帰って しまっている

繰り返す というものがあるからで

の前には、今どんな光景が広がっ

ページの要素をもう少し考えてみる

す。それらを考えると、今回のよう

ているかを、しっかり見極めること

必要があります。

なケースでは、 美容外科でシワを

が必要なのです。

今回のサービスの場合、利用者
にとっての メリット は、
「若返る」

とりたい

美容外科で若返りたい

というターゲットに絞り込まれるの

「シワがとれる」
「ハリが蘇る」
「目の

ではないか？という見解にたどり着

くまがとれる」などなど。そして、も

きます。あとは、そんなお客様がど

ちろんこれらの言葉はサイト内にア

ういう状態で自社サイトを目にする

ピールされています。

のかということを考えます。

ちなみに、私が依頼者に「すごい

最後に、今回の一言。
「あなたの隣りにはどんな店舗があ
りますか？」
では、また次回(^0^)/˜˜

検索結果という選択肢からお客

ですね。ライバルはどこですか？」

様が目にする今回の状況は、例え

などと尋ねてみると、
「この手法は、

るならば、美容外科やサプリメント

うち独自の手法なので、ライバルは

ショップなどがずらーっと並んだ通

いません。
」
という答えです。実はこ

りに自社の 再生医療 が並んでい

のような答え方をする依頼者は非

る状態です。

最善の解決策は いつも 自分の中にある（起業家精神・人生を変えた言葉より）

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！

木山興産株式会社（解体工事業）

都市空間再生の中で。
■八丁堀店のお客様■
都市空間の再生・・・。

この、近隣対策・安全対策も含

すべてのものに寿命がありま

めた施工計画書こそが、大げさに

す。都市もまたしかり。人間の寿

言えば我々の命を守り、工事を円

命よりはるかに早く、50年前後ま

滑に進めるバイブルの様なもので

でに、ほとんどの構造物に終わり

す。当社はこの部分に重点を置き、

が来ます。造っては壊し、また造

業界のキャリア豊富なスタッフに

っては壊しの連続が都市の宿命と

よって顧客にご満足、ご安心頂け

いえます。

る計画を立て工事施工を行ってお

我社はその連鎖の一翼を担うべ

ります。

く本年2月に誕生したばかりの解

まだ、社員は少人数ではござい

体工事専門企業です。都市基盤の

ますが夫々が斬界のプロフェッシ

整備や建設工事の最初の工程が解

ョナルとしての自覚を持ちあらゆ

体工事です。

る困難な条件もクリアー出来る

まず手始めの仕事がいわゆる近

様、日々努力しております。会社

隣対策といわれるものです。解体

を支えるのは人であり、これが唯

現場の地域住民の皆様に騒音や振

一の資本です。この大切な資本を

動等で必ずご迷惑をお掛けするわ

生かしさらなる都市空間の再生に

けですから誠心誠意の対応が必要

寄与していきたいと思います。業

となります。
また、最近は解体工事中の事故

界の状況も他社との競争において
も厳しい状態が続いていますが、

も多数発生しております。すべて

出来るだけゆとりを持って仕事に

の事故は人為的なミスです。我々

取り組んでいきたいと思います。

の業種はわずかな油断が即、死亡

木造住宅から高層ビル、発電所

事故につながります。安全管理が

まで解体工事のことなら何でもご

いかに大切であるかは言うまでも

相談ください。必ずご納得のいく

ありません。

ご提案をさせていただきます。
お気軽にお問い合わせ下さい。

木山興産株式会社
代表取締役社長 木山 貢
〒130-0022
東京都墨田区江東橋2−7−10−4F
TEL：03-3633-1965
FAX：03-3633-1966
Mail：kiyamakosan̲k@world.odn.ne.jp
創業日：平成19年2月8日
社名の由来：出光佐三氏にあやかり
興産とつける

■未来を見据えて■
〜社長に聞いてみました♪〜
Q1．なぜ、起業したのですか？
自分自身の定年を65歳と考え
50歳を機に、残り15年間を自由に
仕事がしたくなり6ヶ月間熟慮の
末、背水の陣で起業しました。妻
子には申し訳ありませんが夢は捨
てられません。
Q2．座右の銘を教えて下さい！
人事を尽くして天命を待つ
Q3．今後の夢や目標は？
せっかく起業したので、法人と
して私が死ぬ時より一日でも長生
きしてほしい。

よろしくお願い申し上げます。
☆木山興産の魅力☆
「男50にして、起つ」
とはまさに木山社長
のこと。熟年でありながら、とても誠実で
正統派の雰囲気を感じます。今までの経
験を夢に、いえ感動に変えてがんばって
ほしいものです！
〜起業家応援団〜
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ワクワクする夢は 自信を連れてくる（起業家精神・人生を変えた言葉より）

独立 開業

電脳・起業家USER紹介 Part2

起業家
応援団！

ｅ−マネジメント株式会社（情報サービス業）

インターネット上の広告。
高すぎませんか？
『eビジネス』で『e（良い）経営』
のご支援を！
そんな想いで設立したe-マネジ

■所沢店のお客様■

求人広告が、
月々たったの5,250円（！？）
勿論、「安かろう、悪かろう」

メント株式会社です。中小・中

では意味がありません。mapxシ

堅・ベンチャー企業に向けた、事

リーズのひとつ、『転職mapx』

業成長に役立つ情報サービスを、 （www.tenshoku-mapx.com）は、
圧倒的な低価格でご提供致しま

月額数十〜数百万円もする大手転

す。主力サービスの『経営mapx』

職・求人サイトと同等の機能を有

ｅ−マネジメント株式会社

にご入会いただくと、求人広告を

しています。魅力的な求人広告を

始めとする、「ヒト・モノ・カ

掲載し、思う存分求職者（登録：

ネ・情報」に関する各種広告

1.5万人／月25万PV）にアプロー

代表取締役社長 藤野 繁
〒102-0093
東京都千代田区平河町一丁目
6番15号 USビル501

（mapxシリーズ）をインターネッ
トで掲載頂けます。

チが出来ます。
更に、このお値段の中で、必要
なターゲットに応じた各種広告も

【経営mapx（マップクロス）/月々
5,250円の会員制ASP (Application
Service Provider) サービス】
体験版はこちらから
⇒http://www.keiei-mapx.com/
mapxシリーズの詳細はこちらから
⇒http://www.emanagement.co.jp/

発信できます。『PRmapx』等。
（詳細は、弊社HPにて！）
ASPモデルで、広告制作をセル
フオペレーション化したからこそ
実現したビジネスモデルです。
価格破壊 に挑戦します！
企業活動に必要な「ヒト・モ
ノ・カネ・情報」。その必要なパ
ーツを手にする前に、お金を掛け
すぎて、経営を圧迫していません
か？我々は、「広告サービス＝高
額」を、WEBが持つ利便性やコ
ストの優位性を活かして、利用者
の立場に立った有益なサービスに

TEL：03-5275-0571
FAX：03-5275-0192
Mail：press@emanagement.co.jp
URL：http://www.emanagement.co.jp
創業日：平成17年11月
社名の由来：社名同様、「e-ビジネス」
「e（良い経営）」の支援をしようという
事からです。

Q1．なぜ、起業したのですか？
法律事務所の立ち上げに携わ
り、また企業の経営コンサルティ
ングの経験から、特に「中堅、中
小企業の経営アドバイザ」となれ
るような、廉価なサービスを提供
したい！と思ったからです。
Q2 常に心がけている事は？
明るいことと、公平なこと。
Q3 今後の夢や目標は？
10万社の経営アドバイザ。経
営者の皆さんに喜んでいただけ
るサービスをどんどん始めます！
ニッポンの企業を丸ごと強くす
ることが我々の夢です。

変えていきます。最低限のコスト
で『けっこう使える！』サービス
です。
是非一度、お問合せ下さい。

人は他人と出会うことで 本当の自分に気づいていく（起業家精神・人生を変えた言葉より）

☆e−マネジメントの魅力☆
廉価でも質の高い情報サービスを、受
けられるなんて、起業家にとっては嬉
しい限りですね。強い企業の味方とな
ってくれそうです！
〜起業家応援団〜
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独立 開業

電脳・起業家USER紹介 Part3

起業家
応援団！

株式会社 イーネット（税理士紹介業）

人と人。出会いのベストマッチング
企業を目指して
当社イーネットでは
『ピッタリの税理
士お探し隊』
と
『会計プロスタッフ』
と

いただけるのが、私たちにとって何よ
りも嬉しいからです。

いう2つの事業をおこなっております。

人と人とのご縁は不思議なもの

『ピッタリの〜』
は税理士をはじめと

で、魅力的な人同士が出会うと双方

する専門家の皆様にご登録いただ

に益々磨きがかかっていくように感じ

き、税理士をお探しの起業家・経営

ています。しかもそんな出会いの場

者の皆様にご希望に沿う先生をご

面に立ち会うと、私たち自身も刺激

紹介させていただくというサービス

を受けるものです。魅力的な起業家

株式会社イーネット

で、現在登録会員数は全国で2400

の方が、素晴らしい出会いによって、

名を超えました。

一層魅力的な経営者に成長されま

代表取締役社長 佐々木 敦
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-4-7
Park Axis 渋谷8階

また『会計プロスタッフ』
は会計事

すように日々、祈っております。

務所で働きたいという皆様に、就職

もちろん税理士・会計事務所選び

先として会計事務所をご紹介させて

でお悩みの際は、お気軽にお声掛

いただくというものです。

けください。

いずれもご紹介は無料でおこなっ
ており、税理士や会計事務所を探し

創業日：平成11年9月8日

社名の由来：Expert-Net（専門家ネ
ットワーク）からのE-Net→イーネッ
トです。当時「E」とか「Net」はよく
使われていたもので、都内だけでも
同名の会社が数社あり、間違われる
こともしばしばありました

ている皆様に、ピッタリのお相手をご
紹介する 仲人 として、お手伝いをさ

『ピッタリの税理士お探し隊』

■未来を見据えて■

せていただいているというわけです。
インターネット上にこれだけ多くの
情報が溢れているにもかかわらず、
人と人との出会いにおいては、どん
な相手が自分にピッタリか、デジタル
情報だけではなかなか判断できない
ですよね。しかし実際に話してみる
と、相手の考え方や自分との相性、
波長が合うか合わないかなどは、何
となく分かってしまうものです。私た
ちはまず皆様のお話を伺うことで、こ
のアナログ的な感覚を大切にし、ど
んな先生をご紹介すれば喜んでい
ただけるかを、お客さまごとに日々イ
メージしています。
「良い税理士を紹
介してくれてありがとう！」そう言って
8
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〜社長に聞いてみました♪〜
Q1．なぜ、起業したのですか？
当時はインターネットバブル
と言われ、インターネットの傍に
いればちょっとしたアイディア
で、楽して大きく儲けられると勘
違いしたから（笑）
Q2．座右の銘がありましたら教
えて下さい。
人間万事塞翁が馬（じんかんば
んじさいおうがうま）
※意味：
「辛いことがあってもそれは幸
せをもたらすかもしれないし、良いこ
とがあったからといってはしゃいでい
ても、それは災いになるかもしれない
よ」という意味。

Q3．夢や目標を教えて下さい。
家族をはじめ、私の周りの人
すべてが笑顔に溢れ、幸せであ
ること。

TEL：03-5485-2078
FAX：03-3499-1178
Mail：samurai@expert-net.com
URL：http://expert-net.com/samurai/enet/

『会計プロスタッフ』
TEL：03-6419-4708
FAX：03-3499-1178
Mail：info@kaikei-prostaff.com
URL：http://kaikei-prostaff.com/
有 料 職 業 紹 介 業 13-ユ-300885
一般労働者派遣業 13-301267

☆イーネットの魅力☆
何でも、パートナー選びは重要なポイ
ント！ 企業と税理士、すなわち人と
人を結ぶ 仲人役 として素敵なご縁
を取り持ってくれそうです。
〜起業家応援団〜

失うものを気にするより 得られるものを大切にする（起業家精神・人生を変えた言葉より）

独立 開業

もっと電脳！

起業家
応援団！

♪電脳特有の新人研修

〜ミュージカルの巻き〜
ただの観劇会ではありません。

図々しくも有意義な時間を過ごさ

汗を流す観劇会なんですヨ。なぜ

せていただきました。

かって…、それは電脳の新人研修

◎Jun・柿崎

だからです!!
６月某日、選抜新人社員たちが
東大和市で行われた劇団「ふるさ

演劇を見たのは初めてで、演技
に迫力があり、テレビとは異なる
迫力 を感じる事が出来ました。

ときゃらばん」のミュージカルを

そんな舞台の片付けを電脳のみん

鑑賞後、舞台片付けのお手伝いを

なと、劇団員と共に汗を流し、チ

させていただきました。（残念な

ームワークの大切さを実体験でき

がら全員ではありませんが･･･）

ました。このチームワークを各運

細かい作業から、大道具の片付

送、経理、営業などで発揮してい

けまで声を掛け合い、チームワー

きたいと思います。

クを必要とする作業です。普段は

◎Naoki・前田

デスクワークのＯさんやHさんも

実際にミュージカルを見るだけ

せっせと気持ちよく肉体労働(?!)

ではなく、裏方で手伝いを行うこ

をやっていました (*^-^*) 。

とができ、貴重な体験をさせてい

ご苦労様でした！収穫はありま
したか〜？

ただきました。劇は、行く前に持
っていたイメージと、いい意味で

この4月から、私たちと共に働
いている新人さんです。今後と
も、よろしくお願いします。
仙波 恭介
埼玉県入間市出身
保守部（メンテナンス）
東京都北区出身
保守部（メンテナンス）
埼玉県岩槻市出身
販売・営業部
大塚 容子
埼玉県所沢市出身
経理部
高橋
聡
埼玉県所沢市出身
販売・営業部
前田 直樹
宮城県仙台市出身
保守部（メンテナンス）

まったく異なるもので感動しまし
た。
◎Youko・大塚
『作業を行う中で、効率よく仕事
を進めることの大切さ、そしてな
◆◇皆さんの感想◇◆

により仲間と一緒に汗を流しなが

◎Aya・八賀

ら１つの目的に向かって働く楽し

気づけば舞台に引き込まれ、笑

さを実感しました!!』

って泣いて（危うく涙が…）その
興奮もまだ冷め遣らぬうちに解体

東京都調布市出身
経理部
埼玉県所沢市出身
運送部
馬場 竜大
埼玉県入間市出身
運送部
中島 克之
埼玉県さいたま市出身
販売・営業部

作業が始まり、さっきまで舞台上
で歌って踊っていた俳優さん達が
すぐ隣にいることに少々興奮！し
ながらも、互いに声を掛け合い…
途中から、なんだか自分が劇団の
一員になったような気分になり、
夢がないと 他人を批判したくなる（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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独立 開業

起業家プラザ

起業家
応援団！

大盛況だった「第６回 電脳講習会＆異業種交流会!!」
■平成19年4月18日(水) トスラブ赤坂 15：00〜
■お題：「戦わない経営。ビジネスは、不戦勝でいいんだ」
■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
本講習には、たくさんの参加をい
ただきありがとうございました。はる
ばる遠方からの参加もあり、いつも
以上のの出会いがあった事と思い
ます。
「起業家オタク」
という浜口社長。
当日、その場で自作本を配り、読む
時間をとり、自分自身を書かせるとい
う参加型講義に、改めて「なぜ起業
するのか、働くのか」
を考えられた方
も多かったのではないでしょうか？
残念ながら参加できなかった皆

さんには、是非「戦わない経営」
（浜
口隆則著：かんき出版）
を読んでい
ただきたいと思います。
※次回の異業種交流会の日程は未定
ですが、決まり次第メール又は、ホ
ームページにてお知らせいたします。

紀伊國屋書店・店頭等で、
既にベストセラーに!!

浜口隆則氏のプロフィール
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。
会計事務所、経営コンサルティング会社を
経て20代で起業。
株式会社ビジネスバンクを創業。他ビジネ
スオーナーでもある。

今回、新たに参加していただいた企業・個人の皆様
・e-マネジメント株式会社 様
・久永敏克 様
・アズサコーポレーション 様
・ビ・ハイア株式会社 様
・株式会社浅川電器商会 様
・ソフプラント 様
・長島社会保険労務士事務所 様
・CWロジスティックス株式会社 様
・株式会社大三洋行 様
・株式会社マツムラ総合不動産 様
・トータルリ楽倶ゼーション〝癒しの森〟 様 ・株式会社COLORS 様
・株式会社イーネット 様
・中山建材株式会社 様
アンケートからの声★Voice
⇒真相心理が、自分の外への動きに大きな影響を与えるという事を実感しました。
⇒経営に対する斬新的な考え方の切り口を知った気がします。
etc.

お手紙紹介
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
嬉しいお手紙いただきましたので、ご紹介させていただきます！

癒しの森

トータルリ楽倶ゼーション＆ハーブカフェ経営
富山県 大島 佳美 様より

■仙台店のお客様■

前略 先日は講演会＆異業種交流会に参加させていただき、有難
うございました。お蔭様で、大変有意義な時間を過ごす事ができ、
得るものも大変多く、本当に嬉しく思っております。
富山は田舎で、とりわけ私が住んでいる町はさらに田舎で、なん
にも刺激もなく、毎日ほわ〜んと過ごしています。
今は、ほわ〜んと過ごすのが本当に楽しく幸せな毎日を送ってい
ます。ただ、いろいろな情報、引き出しは常にたくさん持っていた
く、ビジネス関連新聞・ビジネス関連雑誌をはじめいろいろな本を
読んだりして、アンテナは張っていたいと思っております。
昨年お店のオープン前に東京へ行って以来、あまり外へ出る機会
がなく、そろそろ新しいものをさがしに行こうかなぁ…と考えた矢
先に、今回の講演会＆異業種交流会の案内がありましたので、しか
も私の店の店休日だったので、
『コレだ!』と思い、参加させていただ
【編集部より】
店主様の、自分らしく生きるための日常のつぶやき くことになりました。
が、聞こえてきます♪ひと呼吸したいかた、是非ご
短い時間でしたが得るものは大変たくさんありました。ほんの小
覧になってくださいませ！
さな
縁 が素晴らしい出逢いとなって結びつきました。今後とも
☆ブログ☆ ⇒ http://iikimoti1104.jugem.jp/
どうぞよろしくお願いいたします。
この様なお便りを頂き、感謝しております。それ
貴社のますますのご発展を、心よりお祈り申し上げます。
と同時に『女性の品格』ならぬ 起業家の品格
かしこ
を感じました。今後のご活躍をお祈りいたします。
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変えるのは 行動 変えないのは 志（起業家精神・人生を変えた言葉より）

独立 開業

TOPICS

起業家
応援団！

電脳春のスポーツイベント開催模様
〜平成19年4月28日saturday〜
元気な電脳アスリートたちの素顔をちょっぴりお見せし
ます♪
当日のスポーツプランは、地元「藤沢プラザ」にてボ
ーリング ⇒ 狭山 にてフットサル ⇒ 最後は、しゃぶし
ゃぶ表彰式！
今年の新人さん、ＴＶ出演の大食漢あり、Ｊリーグ選
手になりたかったの?! という運動神経バッチリの、平成
生まれ社員あり！個性豊かな面々が活躍してくれました
〜！普段は、見えない闘志や笑顔、その奥にひそんでい
る何かが見えたりして、楽しい電脳ＧＷ初日となりまし
た！その後、筋肉痛に泣いた方は何人いることやら…
仕上げは、食った！食った！のしゃぶしゃぶ表彰式！
「優勝は営業Ｂチーム僅差で運送物流Ａチームをかわ
し賞金○万円ゲット！」

電脳読書くらぶ

リクルートのDNA 〜起業家精神とは何か〜

著 者：江副浩正
出版社：角川書店
発 行：2007年3月
価 格：720円（税込）
この本を抽選で5名様にプレゼントいたします。
詳細は別紙をご覧ください。

一気に読み終えてしまえるリクル

それにしても次から次へと、いろ

ート創業者の起業物語。七転び八

いろな情報誌を発行し、当ててき

起きの経営体験記である。

ているのは時代を読むアンテナの

本書では、
自分のことのみならず、

良さ、センスの良さが長けていたの

昭和から平成時代に移りゆく頃の、

は間違いない。くしくも、私はリクル

名起業家をわかりやすく、かつリク

ート情報誌の競合の2番手、３番手

ルートならではのきめ細かい言葉

の会社で仕事をしていた事があっ

で、しかしコンパクトな感じに、紹

たが、何が違っていたのか。社風

介されている。ぎっしり文章なのに

は似ている。ニックネームで呼び合

サクサク読み進めるのは、読ませる

い、風通しも良かった。そう、社内

構成のうまさを感じる。

起業家風土がなかった。アイデアを

社内起業が売りのリクルート。20
年も昔から自由闊達なイメージで

出さなければならない環境がなか
った。
「これだぁ」
と納得。

若者の会社 というイメージがあっ

それにしても、学生時代に「フロ

た。給料は良かったが退職者も多

ム・エー」にはよくお世話になったも

かったように記憶しているが…。

のだと懐かしく思う。

人に 感動を与えられるようになってこそ 仕事（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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独立 開業

本のプレゼント

起業家
応援団！

今回の起業家プラザでもご紹介している浜口社長（株式会社ビジネスバンク）の出版本をサイン
入りにて10名様にプレゼントいたします！まだ、
１ヶ月しか経っていないのに重版される程の勢い
で売れてます！読まれてます！まだ読まれていない方、是非ともハッピーパワーをもらって下さい！
こんなに、ランクインしてしまった『戦わない経営』！
どんな本か、読んでみたくなりませんか〜？
☆紀伊国屋書店
☆文教堂
☆リブロ
☆ブックストア談
☆紀伊国屋書店
☆三省堂書店

『戦わない経営』
著 者：浜口隆則
出版社：かんき出版
サイズ：単行本
ページ：123p
発 行：2007年04月
価 格：1260円（税込）

新宿本店
渋谷店
池袋店
浜松町
ららぽーと豊洲店（単行書）
そごう千葉店

応募方法
別紙のかわら版アンケート用紙に、記入のうえ、FAXし
て下さい。抽選で5名にプレゼント！また「電脳読書く
らぶ」で紹介している『リクルートのＤＮＡ』もプレゼ
ントしちゃいます！ご希望の本をアンケート用紙にご記
入の上、FAXしてください！たくさんのご応募お待ちし
ております！

FAX番号：04-2922-5424

電脳SPIRIT

♪今年も！ そして、４年連続！
横田駅伝に出場しました！！
6月10日
（日）〜横田基地内にて〜
雨の降りしきる中、今年は電脳内でも毎年がんばっ
ていた熟年ランナー（？）選手から、10代を含む20代
中心チームへタスキを受け渡すべく、新チームとして
力走しました！
日頃の運送作業で鍛えられた体力を、披露する絶好
のチャ〜ンス！否が応でも、自分の限界と向き合ってしまった選手諸
君は、これからまた、日々精進することでしょう〜!? とにかく雨が
冷たかったですね。全員完走に拍手！（;^〜^;）
□■編集後記■□
◆よくばって、今回から4Ｐ増にしてしまった〜!! ビシバシ、起業家ユーザ
ーさんを紹介していきたいと思います。 夏を制する者は、決算を制する?!
え〜っ！冗談ですが、今年は酷暑とのウワサ、カッコよく
『COOL BIZ』
を唱
えながら、がんばりましょう。
【かわら子】
◆地球温暖化がこれだけ話題になっているのに、いまだに駐車場などでアイドリング
したままの人がいるんですよね。エンジンは止めましょう！ そして子供を車に残して
買い物に行くのはやめましょう！ 特にこれからの季節は危険です（だからエアコンって
言う人、まさかいないですよね）
。
【Dix-Huit】
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第１位（単行書）
第１位（総合）
第１位（ビジネス）
第１位（総合）
第１位（単行書）
第１位（ビジネス）

かわら版 Vol.17
ページ増記念！
おすすめBOOKプレゼント
編集部がオススメする本を、合計15
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、⇒ 7月20日(金)！

FAX：04-2922-5424

独立 開業

起業家
応援団！
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