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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

創立おめでとうございます！
◎シエラブルー株式会社（東京都港区）
◎株式会社イグザ（東京都渋谷区）
◎株式会社アシストプランニング（東京都港区）

◎株式会社河村電設（東京都練馬区）
◎株式会社ルーチェ（東京都豊島区）
◎小さな不動産屋（東京都杉並区）

◎第一商品株式会社千葉支店（千葉県千葉市）
◎第一商品株式会社埼玉支店
（埼玉県さいたま市）
◎サンエイグローバル株式会社（東京都江戸川区）
◎合同会社エムテック22（千葉県千葉市）
◎カネカ物流株式会社（東京都台東区）
◎株式会社ストックピア（東京都中央区）
◎相互リフォームサービス株式会社（東京都中央区）
◎東和産業株式会社（東京都中央区）
◎山京管理サービス株式会社（東京都中央区）
◎株式会社シーオーシー（東京都中央区）
◎日宏フォーサイト株式会社（東京都中央区）
◎株式会社ユニオントレーディング（東京都中央区）
◎株式会社オーエムティー（東京都中央区）
◎うらやま社会保険労務士事務所（東京都中央区）

◎株式会社メジャー（東京都 品川区）
◎有限会社ドゴン（東京都 千代田区）
◎有限会社イワクラレイ（東京都 墨田区）
◎株式会社エム・イー・エル（東京都渋谷区）
◎株式会社エクススタッフ（東京都渋谷区）
◎株式会社アイティープロデュース
（東京都千代田区）
◎株式会社スペース（東京都文京区）

◎株式会社FPM（埼玉県志木市）
◎荒井鐡筋工業株式会社（埼玉県富士見市）
◎株式会社やおき（東京都羽村市）
◎松野製作所（埼玉県新座市）
◎梅宮設計室（埼玉県志木市）

◎株式会社FP不動産（茨城県龍ヶ崎市佐貫）

※敬称は省略させていただきます
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第３回

株式会社エスティワークス
みなさんこんにちは。社会保険労務
士の佐藤です。経営の第一歩を踏み出

日において、当該受給資格に係る支
給残日数が1日以上であるもの（以下

での間に支払が完了したものです。
（1）当該法人等の設立に係る計画を作

した起業家の皆様に向け、身近にある
労働法のお話をわかりやすくお届けし

「創業受給資格者」
といいます。
）が設
立したものであること。

成するために要した経営コンサルタ
ント等の相談費用等

ていこう、というこのコーナー。今回は

（2）創業受給資格者が専ら当該法人等

（2）当該法人等を設立する前に、創業

起業家必見！ということで助成金につい
てお話したいと思います。起業したて

の業務に従事するものであること。
（3）法人にあっては、創業受給資格者

受給資格者が自ら従事することとな
る職務に必要な知識又は技能を習

のときは何かとお金が必要なもの。返
済不要の国の助成金制度を上手に使っ

が出資し、かつ、代表者であるもの
であること。ただし、法人の設立に

得するための講習又は相談に要した
費用

て効率よく経営を行いたいものです。

際して出資を要しない場合にあって

（3）
（1）及び（2）に掲げるもののほか、

では、今回もどうぞよろしくお願いいた
します。

は、創業受給資格者が代表者である
ものであること。

当該法人等の設立に要した費用
（4）当該法人等に雇用される労働者に

受給資格者創業支援助成金

（4）当該法人等の設立の日以後3か月以
上事業を行っているものであること。

対し、その者が従事する職務に必要
な知識又は技能を習得させるための

受給資格者創業支援助成金は、雇用保

３．当該法人等の設立の日から起算し

講習又は相談に要した費用

険の受給資格者（失業者）
自らが創業し、
創業後1年以内に継続して雇用する労

て1年を経過する日までの間に、一般
被保険者を雇い入れ、かつ、当該者

（5）創業受給資格者が自ら従事する職
務に必要な知識又は技能を習得する

働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業
の事業主となった場合に、当該事業主

を助成金の支給後も引き続き相当期
間雇用することが確実であると認め

ための講習又は相談に要した費用
（6）当該法人等に雇用される労働者の

に対して創業に要した費用の一部につ
いて支給される助成金です。失業中の

られる事業主であること。
４．法人等を設立する前に、管轄労働

方が自立していくことを積極的に支援し

局に「法人等設立事前届」を提出した

ようというための助成金というわけで
す。

者
※1 開業をする日又は雇用保険の適用事業の
事業主となる日のいずれか早い日をいいま

受給できる事業主
受給資格者創業支援助成金は、次のい
ずれにも該当する事業主に対して支給
されます。

2

佐藤 貴則

す。
※2 受給資格者については、その受給資格に
係る離職の日における雇用保険法の規定に
よる算定基礎期間が5年以上であるものに
限ります。

雇用管理の改善に関する事業（労働
者の募集･採用、就業規則の策定、
職業適性検査の実施等）
に要した費
用
（7）
（4）から
（6）
までに掲げるもののほ
か、法人等の運営に要した費用
２．支給額
支給額は1の費用の合計額の3分の
1に相当する額（その額が200万円を
超えるときは、200万円）
です。

１．雇用保険の適用事業の事業主であ
ること。

受給できる額

具体的な支給要件はもう少し細か
くなっていますので、詳しく知りたい

２．次のいずれにも該当する法人等（法

１．助成対象となる費用

方は最寄のハローワークに問い合わ

人又は個人をいいます。）
を設立（法
人等が個人である場合にあっては、

助成対象となる費用は、次の
（1）か
ら
（3）
までに掲げる費用（人件費を除

）
し
事業を開始すること※1をいいます。
た事業主であること。

きます。
）及び当該法人等の設立の日

（1）当該法人等を設立する前に、法人

から起算して3か月の期間内に支払の
発生原因が生じた（4）から
（7）
までに

等を設立する旨をその住所又は居所
を管轄する都道府県労働局長に届け

掲げる費用（人件費を除きます。）で
あり、かつ、支払に係る契約の日
（法

出た受給資格者※2であったものであ
って、当該法人等を設立した日の前

人等設立事前届の提出日後の日に限
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ります。
）から第1回目の支給申請時ま

せてみてください！

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

理想は 人に話さないと すぐに消えようとする
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ニンニン鈴木の

第３回

）
なりました！
（株式会社に

株式会社ニンニンドットコム
巷で話題のビリーズブートキャンプ、

に、
「砂漠じゃ水が必要ダー(* ゜
Д゜
)/」

鈴木 忍

れているんですけどね。
）

万年ダイエット中の自分に終止符を打

なんて、世界各地の美味しい水を大

アクセス解析では、現状分析をす

つべく、早速やってみましたが2日で挫

量に陳列しても、そもそも客がいなく

ることによる改善策とその優先度を決

折して逃げ出しました
（軍隊嫌い、平

ては売れるわけがありません。

める役割があります。
「どんなキーワー

和大好き）
。そんな僕でもこのコラムは

今回は、客のいない砂漠に頑張っ

ドでそのホームページに訪れたのか」

3回目。

て商品を並べるのではなく、まずは自

「最初にその人が見たページはどの

となりのイケメン社労士に負けないよ

社が他社と比べて本当に得意な商

ページか」
「その後、
どこをクリックした

うに頑張りマッスル！

品を決めて、
その商品にチカラを入れ、

のか」
「最終的に購入した人はどんな

その商品を買いにきてくれるような道

キーワードなのか」等々。かなり興味

ーネットでの売上げアップの相談に来

を作りましょうということになりました。

深い情報を得ることができます。

訪されました。今年の春に自社ホーム

具体的には、得意な商品を魅力的に

多くの来訪があるのに、みんな1ペ

ページを立ち上げて売上げはまだ1

語るページを作り、その商品に特化し

ージしか見ないで帰ってしまっている

件のみ。まだまだ掲載している商品

たキーワードで広告を打つという対策

ようだったらページ内に工夫が必要

が少ないということを気にしているよう

です。

ですし、そもそも来訪者自体がいない

で、
とりあえず 売れるために 商品を

「インターネットは、比較検索が容易

ようだったらまずは、集客にチカラを入

どんどんアップしたいとのこと。

な世界」です。得意な商品であれば、

れなければいけません。

某家電販売会社の担当者がインタ

このように、一つでも多く売れるよう

他で比べられても自社が勝てる確率

売上げをあげるということは、売上

に、一つでも多くの商品を掲載したい

が高いですから、まずは一つでも確

げをあげる対策を実行するということ

という考えを持つ会社は少なくありま

実に売って、売上げを上げるというプ

です。それは、お客様が購買にいた

せん。

ロセスを知って欲しいと考えました。

るプロセスを知り、そのプロセスの中

今回のように、現在伸び悩んでいる

でどの部分を改善しなければいけな

ん商品載せちゃいましょう
！と言いたい

売上げの理由がどこかもわからない

いのかを、憶測や印象ではない、明

ところですが、まずはアクセス解析で

まま、改善策を立てるということは、ま

確な分析 のもとで知り、実行するとい

現状を見ることにしました。

るで見えない敵と戦っているのと同じ

うことなのです。

「わかりました！それではどんど

見てみると、現在、こちらのサイトに

です。憶測で判断して対策を立てて

最後に、今回の一言。

訪れている人は一日あたり、

も結果はでるはずもなく効率の悪い

「あなたは 憶測や印象 という見え

5人〜15人ほど。この程度の数字なら

作業で疲れ果ててしまいます。

ない敵と戦っていませんか？」

ば、恐らくほとんどが自社の社員など
の身内でしょう。

さすがに本物の砂漠に店を開いた
ら、目の前の光景に 客がいない と

ここで、考えなければいけないこと

いうことはわかりますが、インターネット

は、商品陳列を増やすことと売上げ

で自社のサービスを公開すると、世界

を上げることはまったく別ものだという

中の不特定多数の人が見ていると

ことです。

錯覚をおこす人は多いものです（
。実

例えば、誰もいない砂漠の真ん中

行き詰ったときに いう言葉がある「これからだ！」

では、また次回(^0^)/˜˜

は、興味のある人が理由があって訪

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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■八丁堀店のお客様■
当社は、現在、日本・中国・韓
国をはじめとするアジアを中心に、
世界各国の食品を取り揃えて主に
スーパーマーケットや飲食店、卸
業者に卸販売を行っています。年
内には、インターネット・ラジオ

＜韓国産＞

等の通販を通して、直接、消費者

冷凍チヂミ、チャンジャ

にお届けできるように、着々と準
備をしているところです。
今は、輸入が中心ですが、来年
からは日本の食品を世界に輸出す
ることを考えています。
下記に当社の取扱商品をご紹介
いたします。

100％果汁ジュース
（無添加、無加糖、無着色）
…マンゴージュース、グアバジ
ュース、グアナバナジュース、
アサイジュース
ドライフルーツ、冷凍水産物

＜国内商品＞

TEL：03-6805-8505
FAX：03-6805-8586
Mail：ajian-takagi@coda.ocn.ne.jp
設立：平成18年6月
社名の由来：まずは、アジアで一流企
業になることを目指して。

■未来を見据えて■

うどん（乾）
、そうめん（乾）
、紀

この頃、健康ブームで様々なサ

州つぶれ梅、パン床、焼いも、酒

プリメントが流行っているようで

〜社長に聞いてみました♪〜

豪伝説（ウコン入り）
、甘栗、生の

すが、健康を維持するには、毎日

り佃煮、和菓子、駄菓子、フルー

の食事をしっかり取ることが何よ

ツアイス（金柑・苺など）
、

り大事だと思います。

Q1．なぜ、起業したのですか？
食は健康の元であり、命の元
です。皆さんに、安くて美味し
くて、安全な食品を届けること
で、健康の維持増進に役立ちた
いと思ったからです。

当社は、無添加、有機栽培など
＜中国産＞

健康に良いもの、自然にやさしい

オリジナルキムチ、青果、松茸、

ものを消費者の皆様にご提供でき

にんにく類加工食品、フラワーア

ることを心掛けています。

レンジ包装紙、

ちなみに、私は、朝鮮民族とし
て中国で生まれ、小さいころから
韓国と中国の文化の中で育ったの
で、両国の事情には詳しいと自負
しています。
中国、韓国の業者と取引をした
い方は、是非ご連絡下さい。通訳
としてお取引をお手伝いいたしま
す。

4

代表取締役社長 高木 茜
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-9
岡田ビル3F

＜南米産＞

電脳かわら版 Vol.18

Q2．座右の銘を教えて下さい！
「命運掌握在イ尓手中」
この言葉は、自分の運命は
自分の手の中にあるという意
味で、努力次第で道は切り開
かれるということを表してい
ます。
Q3．今後の夢や目標は？
私は、食はその国の文化であ
り、その国の人々の心を表して
いるものだと思っています。食
品の輸出入を通して、アジアの
食文化を広めるとともに、心の
交流が盛んになることを願って
います。

うまくいく方法を考えるより 自分らしい方法を考える

Vol.18 07.8.27 10:05 AM ページ 5

独立 開業

起業家
応援団！

■秋葉原店のお客様■
当事務所の業務は大きく分けて
手続業務と相談業務があります。
手続業務で最も多いのは顧問先の
従業員の入退社にともなう労働・
社会保険加入・喪失手続です。次
に給与計算業務があります。労

残業代未払いと解雇です。これら

働・社会保険の専門家である私ど

の労務トラブルが解決するまでに

も社会保険労務士が給与計算業務

平均3ヶ月から6ヶ月かかります。

を受託することで、頻繁に改正さ

しかしながら、私どもは人事・労

れる社会保険料率や雇用保険料

務の専門家として解決後の労働条

率、月額変更など、労働・社会保

件整備を重視しておりますので、

険において随時発生する細かな動

就業規則や賃金規程の作成・見直

きを正確に把握することができま

しから人事制度設計まで幅広くお

す。もちろん、それにともなう行

手伝いすることも少なくありませ

政機関への提出代行も行います。

ん。

なお、最近ではうつ病を患う従業

なお、最近は何かと話題になっ

員が増えたため、傷病手当金支給

ている年金に関する相談や代理手

申請書の作成・申請を行う回数が

続（裁定請求）を行う機会も増え

増加しています。

ています。このように社会保険労

相談業務は前述のうつ病への対

務士は経営者の皆様が経営に安心

応策、勤務怠惰な従業員への対応

して専念できるように、また他方

など、会社が抱える｢ヒト｣に関す

では、従業員の方々が定年した際

る様々な相談を扱っています。そ

には年金をはじめとした退職後の

の中でも当事務所は労働基準監督

相談など、企業の成長に欠かすこ

署に従業員が申告した場合や定期

との出来ない｢ヒト｣に関する様々

監督があった場合の労務トラブル

な業務を取り扱っております。
これからも常に相手の立場に立

対応策に力を入れています。今ま
で受託した案件で最も多いのは、

って考え、｢迅速かつ正確｣をモッ
トーに、依頼者の皆様と共に成長

代表 長島 渡
〒102-0072
千代田区飯田橋4-4-8
朝日ビル501
TEL：03-3515-9110
FAX：03-3515-9107
Mail：ask@sr-nagashima.com
Web：http://www.sr-nagashima.com
設立：平成 16年4月1日
社名の由来：そのまま自分の名前を屋
号にしました。

■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？
他人に「ありがとう」と言わ
れる仕事をしたかったから。中
小企業をサポートすることこそ、
わが国の発展に寄与すると思っ
たため。
Q2．座右の銘を教えて下さい！
意志ある者に道あり
Q3．今後の夢や目標は？
具体的なプランはまだ決まっ
ていないが、重い病気で苦しん
でいる人達を勇気付ける活動を
したい

していきたいと思います。1回目
の相談は無料ですので、人事・労
務に関することでお悩みの経営者
様はぜひ一度お気軽にご相談下さ
い。

人生の正解とは 自分が決めたところに 行くことである
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河津七滝

8月14日、10時、東京駅より踊り

島を臨み、しばし時の経つのを忘

ら花を咲かせ、ほぼ一ヶ月間の長

子号で伊豆熱川へ。東伊豆の旅は

れる。もうこの歳になると精々残り

期にわたり、ひと足早い春の訪れ

これで3度目。海を見ながら温泉に

の人生、後悔してしまうような宿は

を感じることができるそうだ。河

浸かってノンビリしたい、そんな思い

避けたいと思い、選択したこの宿は

津駅で天城峠から修善寺にむかう

で電車に乗る。電車は帰省の時期

当たりである。まずは食事前に、波

バスに揺られ25分。ループ橋をお

を少し過ぎ、ほどほどの空きよう。

打ち際にある共同風呂に浴衣と雪

りていくと、暫くしてバス停で下車。

川崎、横浜を過ぎ大船観音の白い

駄でむかう。首まで浸かり、目を閉

河津七滝へむかう。こちらの地方

像が右に見えたあたりから、ようや

じると波の押し寄せる音色がここち

では
（滝）
タキと呼ばず、
（樽）
タルと

く旅 の 気 分となる。時 々左 手に

良いBGMとなって入ってくる。天国

呼ぶらしい。

木々や建物の間から海がみえる。

とはこんなことを言うのか…。夕食

川端康成の「踊り子」の舞台にも

湯河原で停車。熱海をすぎていくつ

はあまり派手すぎず、新鮮で美味し

なったこの旧街道は、修善寺から天

かのトンネルを潜るごとに海の青さ

いものが少しづつ。暫くお酒を休ん

城峠を越え湯ヶ野に至る道すがら、

が際立って見える。そして遠くに初

でいた私だが、思わず「磯自慢」を

踊り子たちが浸かったであろう湯ヶ

島が。

頼んでしまった。辛口で飲み口すっ

野温泉の共同浴場などがあり、赴き

きり、実によい晩餐となった。

と不思議な時空を感じてしまう。バ

私の故郷には海がない。物心が

6

ス停から急な山道を折れながら降

つくまで猪苗代湖が海だと本当に

翌朝、日の出は5時と聞いていた

信じていた。初めてみたのは小学

が、どうみても起きれそうにないと、

りていくと「釜滝」が落差22mの高

校5年のバス旅行で新潟の寺泊に

床につく。と何故か目が醒めると時

さからしぶきを上げる。滝のよさは、

行った時。そんなわけで、私にとっ

間は4時半。最上階の無人のロー

その滝を包む周りの風景が大事で、

ては海というものは一種の憧れが

ビーにはレモン水とコーヒーが用意

決して滝の高さや幅では言いきれ

ある。目的の旅館は熱川より一つ

されていた。二艘の漁船がくの字

ない。そう言う意味では、この七滝

手前の北川。てっきり
「キタガワ」
と

にならんで浮かんでいる。大島の上

はあたりを包む岩山は玄武岩質で

呼ぶのかと思っていたら「ホッカワ」

空には白い雲、5時を過ぎるあたり

立てに割れた岩が水しぶきに濡れ、

と呼ぶらしい。あいにく急行が止ま

でにわかに空が明るくなり、島の左

なんともいえない風情を見せる。赤

らないため、ひとつ先の熱川で降り、

後から太陽が顔を出す。そんなに珍

いつり橋を渡りその後からみるフレ

迎えにきてもらう。熱川の駅前の

しいことではないだろうが、私にと

ームは絵になる。
「蛇滝」
「えび滝」

通りは他の温泉地同様、昭和の栄

っては山頂からの日の出は何度か

「初景滝」
「蟹滝」
と繋がる渓流の脇

華を漂わせながらも、どこか寂れた

見ていても、多分、海からの御来光

を歩くのも滝以上に両岸の草木の

雰囲気はぬぐいきれないものを感

は初体験。なにか不思議な神々し

様に心が涼む。両側の支流が合わ

じる。迎えの車で、今きた高架橋を

いものを見た感があった。

さって落ちる
「出会い滝」
、そして離
れて「大滝」とのんびり歩きながら、

くぐり、山あいの道を10分程もどる

朝食後、第二の目的地である滝

と目的地「望水」
と言う宿につく。ロ

を見に河津へ。ここは河津桜が有

多分、同じ道を辿ったであろう美し

ビーは最上階の8階に面し、そこか

名で寒緋桜と早咲き大島桜の自然

い踊り子に思いを馳せ、涼を頂くの

らの眺めは最高だ。受付をすませ、

交配種と言われており、開花時期

も乙なもの。最後の茶屋で、わさび

6階の部屋に通される。全ての部屋

は、その年の気候にもよるが、例年

いりの心太を頂きながら東伊豆の

がオーシャンビュー。遠くに伊豆大

は1月下旬から蕾をつけ2月上旬か

旅は幕をおろす。
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･･･お待たせしました！ 復刻版電脳ワールド！ ピチピチの新人からSTART！

一目置かれるような営業マンになりたい！
こんにちは。OAランド所沢店の〝高橋聡〟です。今年の3月に入社して半年
が経ちました。以前は大学卒業後、約1年間、お酒の卸売業の営業の仕事に就
いていました。前職では、決められたお得意様を定期的に訪問する、いわゆる
ルート営業をやっていました。入社当初は、食品関係の仕事とは全く異なる機
器やオフィス家具を扱う仕事や不特定多数のお客様を相手にする接客の仕事
高橋

聡

S.5X年4月1X日生
血液型：A型
入社：1年目
好きな食べ物：
テリヤキバーガー
嫌いな食べ物：
生にんじん
趣味：
熱帯魚飼育・観賞

に、右も左も分からない状態で非常に戸惑いました。都内店舗にて営業を始め
たばかりの頃は、お客様の心を掴む事ができずに苦労しました。上司の方に沢
山のアドバイスを頂き、徐々に仕事ができるようになりました。
数ヶ月経って、あるお客様からうれしいお言葉を頂きました。
「また、高橋さん
から買いたいのだけど」…この時、売ったら終わりではなく、商品と同時に信頼
も買って頂ける様にならなくては！という事に気づかされました。
まだまだ学ぶ事は多く、上司の方々や先輩方には日々ご指導いただき、この
業界での営業の基本や商品知識を学ばせて頂いています。自分なりの営業スタ
イルを確立し、OAランドで一目置かれるような営業マンになりたいと思ってい
ます。これからもよろしくお願い致します。

「またか」
と思わせるこのタイトル。こ

著

者：パコ・ムーロ（著）
坂東 智子（翻訳）
出版社：ゴマブックス
発 行：2007年7月
価 格：￥1,260（税込）

その人を 苦しませることが その人を 成長させる

識・経験・ノウハウを、知的かつ有効に

の本の一番言いたい、
面白いところは、

活用する力』である」
という節がある。

何といっても題名である。掴みはOK。
内容はといえば、様々な立場から考

これは、どこの組織にもある新人から
ベテランまでの、多様な人材をいかに

えられる寓話集で気軽にさっと読める
ものばかり。その話の合間、合間に作

活かすかを決める経験値の集大成で
ある。経験値といえばRPG（ロールプ

者の言わんとしている言葉が放り込ま

レーイングゲーム）のように、右も左も

れている。
第一章からいきなりのカメの話で、

わからず戦いに出る少年が、戦いの
経験を積むことによって剣や防具が成

会社経営進化論を問われて笑ったが、
後半にでてくる
『何も決断しないのが

長し、力（権力）
も強く戦い方も心も成
長し、お金も貯まり、仲間が増えてい

一番よくない』に繋がると考えると、ち
ょっとしたサプライズ的な内容である。

く…。正に会社経営?!
この本は、一貫性がなく、視点もば

単に寓話的な話が連なっているようだ

らばら、
「誰のため」の本？とやや混乱

が、会社でも家庭でも何か『目的』に向
かって進むなら、それ相応の長期的計

する場面もあるが、何故か面白い。何
かに迷った時、一読するバイブルとし

画が必要ということか。
「プロフェッショナルの能力とは、
『知

て持っていたいかも…。
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OAランド 両国店 8月29日オープン！
〒130-0021
東京都墨田区緑1-14-4 両国TYビル1F
TEL：03-3634-6059
FAX：03-3634-6058
WEB：http://www.oaland.jp/company/ryogoku.php

ＯＡランド 練馬谷原店 9月30日オープン予定！
〒177-0033
東京都練馬区高野台4-19-5
TEL：03-5923-7007
FAX：03-3997-7177
WEB：http://www.oaland.jp/company/nerima.php

POINT!
相撲で有名な両国国技館のある地域
に、OAランド両国店が新規オープン！
京葉道路（14号）沿いに位置しており、
相川店長
錦糸町・市川・船橋など千葉方面も気
軽にご来店頂けるようになりました！ 目印は赤い
看板！ 両国駅からも徒
歩5分ほどでご来店頂け
ます。新店舗恒例のオー
プンセールをお見逃しな
く!!
店舗写真は、完成予想図です

POINT!
関越道の練馬出口よりすぐ、絶好の交
通アクセスポジションにオープン予
定！埼玉・群馬方面はもちろん、外環
上野店長
からも近いので、あらゆる方面からお
越し頂けます！ 駐車場も完備！ 総面積100坪と
いうOAランドの中では
最大規模の店舗！ お気
軽にご来店ください！

店舗写真は、完成予想図です

夜7時。品川中金の船着場より赤提灯の灯るお座敷屋形船に乗り、キラキ
ラ レインボーブリッジを右手に、遠くお台場を臨んでの遊覧♪船の2Ｆデッキか
らの夜景は、カラフルな東京湾が見られ、素敵な景色に酔いしれました。
今年の夏は暑い！各店舗の夏も熱い！
東京湾の夜がオーバーヒートしそうな電
脳ナインの心と体を冷たいビールと共に、
冷やしてくれたことでしょう
（?!）。
来期に向かって、乾杯♪
左手前より高橋（聡）
、仙波 右手前より前田、道下、柿崎

□■編集後記■□
◆この夏の暑さは、地球危機の直接的警鐘でしょうか？
確実に迫りくる地球の未来に、何ができるのか考える夏でした。
【かわら子】
◆子供の頃は電車に乗っても、
「子供は立ってなさい！」とよく言われました。ま
た、そういう光景を見かけました。最近は近くにお年寄りがいても平然と座る子供
がいて親も注意しない。親自身も出来ないのでしょう。優先席はいらないですよ。
なぜなら全てが優先席なのですから。
【Dix-Huit】
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・司法史書岡部事務所 様
・オートボディショップRAC 様
・富士石材 様
・三共コスモス株式会社 様
他11名の方が当選されました！
たくさんのご応募ありがとうございま
した〜
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http://www.kaisetsu.jp/
電脳株式会社
■お問い合わせ先（編集部）
〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘3-719-1
TEL.04-2922-5252 FAX.04-2922-5424
E-mail info@oaland.jp
URL http://www.oaland.jp
■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
【企画・編集】電脳株式会社 【制作】有限会社ディズウィット

