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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

平成20年度入社内定懇親会にて

人には無限のものがある
アイデア、知恵、努力、人脈…
これらを使えば無限のことができる
（アントレプレナーセンター・メルマガより）
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創立おめでとうございます！
事業成功に向けて、一層の躍進を お祈りいたします！
今回は8月〜11月の4ヶ月に渡っての創立ユーザー様のご紹介です。

㈱Playce（東京都豊島区）

㈱セナークル
（宮城県仙台市）

國貞法律事務所（東京都中野区）

ノースパラマ㈱（宮城県仙台市）

㈱エムテック
（東京都北区）

双峰設計㈱（宮城県仙台市）

㈱Trust Cooperation（東京都豊島区）

アットサイト・ジャパン㈱（宮城県仙台市）

㈱雄進プラス
（埼玉県新座市）

いしのまき矢吹クリニック
（宮城県石巻市）

㈲ティオール
（東京都練馬区）

㈱コンセプト
（秋田県秋田市）

㈱ライズ
（東京都板橋区）
㈱サクセスカンパニー
（東京都国分寺市）
㈱銀十字社（東京都豊島区）

津田建築設計㈱（神奈川県横浜市）

㈱ネクストエアーシステム
（東京都練馬区）
㈱ポーカロ・ライン
（東京都江東区）
㈱ウィズデザイン
（東京都大田区）

東京EL社労務（東京都千代田区）

㈱ジェイエムシー総合研究所（東京都江東区）

㈱イデアル
（東京都渋谷区）

㈱アルファ・プロパティマネジメント
（東京都新宿区）
㈱グローイングインターナショナル
（東京都新宿区）
㈱SYT（東京都中央区）

㈱丈塗装（埼玉県狭山市）

㈱ハマ工房（東京都中央区）

㈱パブテック
（東京都八王子市）

ジャパン・クリエイション・システム
（東京都中央区） ㈱リレーション
（東京都練馬区）
アイ・トレードFX㈱（東京都中央区）
UFPFフィナンシャルサービス㈱（東京都中央区）
㈱ベネフィットコム
（東京都中央区）

㈱アシストプランニング
（東京都港区）

極栄産業㈱（東京都中央区）

㈱ナノテック
（東京都世田谷区）

日本如意食品㈱（東京都中央区）

横浜SIA法律事務所（神奈川県横浜市）

トーゴープロダクション㈱（東京都中野区）

㈱トーショーホールディングス
（東京都港区）

㈱e-GEAR（東京都港区）

㈱オフィスカラーズ
（東京都港区）
太閤木下建設（東京都港区）
㈱大東興行（東京都港区）

フロアシステム㈱（東京都都墨田区）

中田税理士事務所（東京都港区）

㈱ヴェルビュ
（東京都台東区）

㈱アスト通商（東京都港区）
㈱エスジーインベスターズ
（東京都目黒区）

㈱GOOD様（東京都練馬区）
合同会社もみの木様（東京都中野区）
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※敬称は省略させていただきます

サルは 木から落ちたら また登る（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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9月30日にオープンした練馬
谷原店は、OAランドの中でも
総面積100坪という最大規模の
店舗です。１階はコピー機な
こんにちは。OAランド商品管

いつも皆様にお世話になってお

どのOA機器中心で、２階はオ

理担当の六反田です。おかげさま

ります池袋大山店、店長の高橋智

フィス家具などが所狭しと並

で今年、入社4年目を迎えること

幸です。早いもので私が入社して

んでいます。

ができました。

4年と2ヶ月が経ちました。

関越自動車道の練馬出口よ
りすぐの、真っ赤な建物を見か

『石の上にも三年』などと申し

営業未経験の私が入社9ヶ月目

ますが、現代は様々な技術革新や

で池袋大山店を任される事とな

けたら是非お立ち寄り下さい。

お客様のニーズの多様化など、た

り、最初は不安の連続でしたがオ

現在、B級品文具を無料にて配

だ石の上に座って石が暖まるのを

ープン以来、暖かいお客様に見守

待っているだけではなく、なんと

られて3周年を迎える事が出来ま

かその石を自ら暖め二個目三個目

した。ひとえに弊所を支えて下さ

…と常に続けていかなければ簡単

った皆様方のお力添えによるもの

に取り残されてしまいます。

と、心より感謝申し上げます。

弊社では常時2,000台以上の様々

今後も当社のミッションである

な機器類をお客様のお手元にいつ

「起業する人、起業した人を心か

届いても大丈夫なように、常にこ

ら応援し一社でも多くの成功者の

ちらで準備を整えております。

手助けとなり日本経済を明るくす

万一、店舗にない商品であって

る事。」をモットーに、いつまで

もお客様のご要望に添えるよう

も初心を忘れず地域密着の明るい

に、またお客様の納得できるよう

お店作りを心掛けていきますので

なご提案ができるように努力して

今後とも、お力添えを賜りますよ

いる毎日です。

う何卒宜しくお願い申し上げま

私どもは「すべてのお客様にハ

布中！
（無くなり次第、終了）
とんでもない掘り出しものに
出会えるかもしれませんヨ!

す。

ッピーを！」を目標に多様化する

またお近くにお越しの際は、是

すべてのお客様のニーズに100％

非お立ち寄り下さい。様々なサー

お応えできるように、常に挑戦し

ビスをご用意してお待ちしており

ていきます。

ます。

今後ともご愛顧のほどよろしく
お願いいたします。
本当の強さとは 転んで起き上がった 回数である（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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第４回

株式会社エスティワークス

佐藤 貴則

みなさんこんにちは。社会保険

（労働力流出防止策）に必死にな

紹介します。この制度は国が運営

労務士の佐藤です。経営の第一歩

って取り組んでいます。定着率と

していることから、安心感を持つ

を踏み出した企業家の皆様に向

ロイヤリティの向上のために改め

ことができ現在加入企業は約38万

け、身近にある労働法のお話をわ

て退職金制度の必要性が見直され

社、加入人数は300万人弱（H19.9

かりやすくお届けしていこう、と

てきているといえるでしょう。

末現在 中退共HPより）となって
います。

いうこのコーナー。
今回は退職金制度についてお話
したいと思います。どうぞよろし
くお願い致します。
【退職金制度の目的】

【退職金制度の分類】

制度の運営形態としては会社が

さて、退職金制度は大きくわけ

中退共と退職金共済契約を結び、

ると①確定給付型と②確定拠出型

毎月の掛金を金融機関に納付しま

の2種類に分類されます。確定給

す。社員が退職したときは、中退

付型は将来支払われる退職金額が

共から退職金が直接社員に対して
支払われます。

中退共の説明をする前に、まず

決まっている仕組みです。よくあ

は退職金制度のしくみ、目的につ

るのは勤続年数に応じて支給され

また、中退共へ加入したら、社

いて触れてみようと思います。

るタイプの制度です。これに対し、

員は短期間勤務の者などを除き、

退職金制度は、法律で支払いを

確定拠出型とは将来支払う退職金

原則全員加入させる必要がありま

義務付けられているものではな

額は確定せず、毎月の掛け金だけ

す。役員は加入できませんのでご

く、企業の福利厚生の一貫として

拠出していく制度です。

注意下さい。

独自に支給されているものです。

確定給付型では社員が将来もら
【毎月の掛金】

では、退職金制度なんて最初から

える予定の原資を生命保険や、現

入れない方がいいじゃないか、と

金で積み立てる必要があるととも

掛金は月額で決めることになっ

いう方もいるでしょう。

に積み立て不足については会社が

ており、種類は5,000円から30,000

しかし昨今では少子高齢化、採

費用負担する必要がでてきます

円までの16種類となっています。

用競争の激化による労働力不足が

が、確定拠出型では、会社は掛け

会社は、この中から社員ごとに

深刻化しており、各社では自社の

金を拠出するだけで給付額そのも

掛金月額を選択します。掛金の決

社員が外部に流出していかないよ

のには責任を持ちません。つまり

め方は会社の自由ですが、不公平

うにするためのリテンション施策

会社としては毎月の掛け金拠出に

にならないように一定のルールを

よって、支給責任を果たしている

もって決めた方が良いでしょう。

ことになります。

尚、この掛金月額はいつでも増
額・減額変更が可能です。

【中小企業退職金共済制度】

4
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なお、中退共制度の掛金は、法

確定拠出型の制度にはいくつか

人企業の場合は損金、個人企業の

の種類がありますが、今回は細か

場合は必要経費として全額が非課

い説明は省いて、導入が非常に簡

税扱いとなります。また、従業員

単な中小企業退職金共済制度をご

の給与所得にもなりません。

伝える技術よりも 伝える努力（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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※資本金または出資金が1億円を

す。この場合、中退共に申し立て

超える法人の法人事業税につい

をすれば不支給とすることは可能

ては、外形標準課税が適用され

ですが、その場合は対象者に掛け

ますのでご留意ください。

てきた掛け金は会社に戻らず、掛
け捨てとなってしまいますので注

【退職金の給付】

意が必要です。

中退共の場合、受取り方は一定
の条件を満たした場合を除き、基
本的には一時金となります。
支給額は、掛金を支払った時期、

中小企業にとって、優秀な人材
をいかに確保できるかは今後の大
きな課題です。こうした退職金制

掛金月額に応じて受け取る金額が

度を導入することで、社員の会社

決まってきます。現在の運用予定

への定着率や信頼度を向上させる

利率は１.0％となっていますが、

ことが望まれます。

これも時期により違ってきます。
実務上は今、退職するといくら受
け取ることができるかについて、
1年に1回、中退共事務局から会社
へ報告書類が届くようになってい
ますのでそちらで確認することが
可能です。
なお、中退共のページでは、
「退職金のシミュレーション」が
できるようになっています。年齢
や月数を入力するだけで試算する
ことができますのでやってみてく
ださい。
【中小企業退職金共済制度の特徴】
中退共のメリットは、なんとい
っても国の制度という安定感が一
番でしょう。また、新規加入や、

もっと佐藤氏のお話を聞きたい方

掛金を増額した場合に国から会社

は、コチラをノゾいて見て下さい！

へ一定の助成金が支払われるのも

http://blog.livedoor.jp/stworks/

導入時の大きな魅力のひとつとな

『人の悩みは今日も尽きず！』

っています。
ただし、退職時には、会社を介
さず、社員に直接退職金が支給さ
れるため、例えば懲戒解雇対象者
に対して退職金を不支給とする、
などの措置がとりにくくなりま

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

人が一番 他人に伝えたいことは 自分が感動したことである（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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ニンニン鈴木の

第４回

有限会社ニンニンドットコム
日本全国コーラ党の皆さん、こ
んにちは(^O^)/。ちなみに僕は毎
日、コーラを飲んでいます。よく、

鈴木 忍

てみましょう。
おそらく購入に至る前に、まず
はその商品について検索しながら

「そんなに飲んで体に悪いので

調べるでしょう。その過程で、価

は？」と心配されますが、コーラ

格の相場、各社の特徴を知るなど、

はコーラでも、ダイエットコーラ

購入決定にたどり着くまでに、言

うが気になるかもしれませんか

なのでどうぞご安心を。

葉を変えたり足したりしながら

ら、利用者の声として「来客者に

さて、今日はそんな
（？）飲み物
に関する会社からの相談です。
飲料水をサーバーとして設置し
てもらい、そこにボトルを補充す

そして、この検索を繰り返しな
がら、どんどん商品について賢く
なっていくはずです。

お出しするといつもおいしいと言
われています」という事実等々。
このような情報が先なのです。
当たり前のように思われるかもし

ることで飲料水を提供する会社

この検索しながら調べるという

れませんが、運営者側のアピール

で、このサーバータイプの飲料水

行為は実は、「どこで購入しよう

したいことと、商品について賢く

を販売するためのページを評価し

か」というよりも、実は無意識に、

なっている閲覧者の購入基準にズ

て欲しいとのこと。

購入を決める際の基準を探してい

レがあるページは以外に多いもの

ページは、自社商品の強みであ

るのです。「価格は○○以下にし

です。

る２つのことを特化した２パター

よう」とか「この機能ははずせな

自社も含めた一般的なサービス

ンで作成しており、１つめが、体

い」とか。そして、最終的にその

の啓蒙をして結局購入は他社で…

に良い成分が含まれていて、なぜ

基準をもとに、
「ここで買おう！」

とならないように、閲覧者の購入

それが良いのか、２つめは、ボト

となるはずです。

の瞬間の基準を想定してみましょ

ルを回収しない使い捨てタイプで
衛生的であるということ。

今回の場合、水の成分やボトル
の回収についての説明は、確かに

う。
それでは、今回の一言。

が容易にできるイ

ページ内に必要かもしれません

「あなたは、お客さんが購入す

ンターネットでは 他社ではなく

が、もっと、閲覧者の購入の瞬間

る瞬間の決定基準を知っています

自社が選ばれる理由 が必要です

の基準に合わせるべきです。

か？」

比較検索

6

検索し直す はずです。

から、今回のように他社との違い

価格のお得感や 今買う理由を

を特化させてアピールすることは

つくるキャンペーン情報 などを

いいことです。が、しかし、果た

掲載したり、また、実際に購入す

して今回特化したこの２つの情報

るとなると、自分の部屋のインテ

が、閲覧者に購入させるために必

リアとの相性も気になるでしょう

要な情報なのかということには疑

から、例えば代表的な家庭やオフ

問があります。

ィスのインテリア事例に実際にサ

ではここで、自分がネットで何

ーバーを置いた写真。水の成分よ

かを購入する時にとる行動を考え

りも おいしい という事実のほ

電脳かわら版 Vol.19

それでは、また次回(^o^)/

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）

他人と競争するほど ひとりぼっちになっていく 他人を支援するほど 仲間が増えていく（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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ホームページの企業への普及率
が60％にも満たない、持っている

す。容姿（デザイン）だけで成功
するはずがないですよね。

企業でも80％以上が満足していな

私たちジークが「年間1000サイ

い事を皆さんはご存知でしょう

ト以上の制作実績」＋「長年培っ

か？

た営業コンサルタント経験」で、

「え〜！会社にホームページが

企業のホームページを優秀な人材

無いなんて！
？」
「見ている人は増

に育てるお手伝いをします。また

え続けているのに…」若い世代の

当社では、ホームページ制作の際

人は疑問に思うかもしれません。

の悩みである費用面を解決する為

無い理由や満足していない理由は

に、初期費用0円でのホームペー

様々だと思いますが以下のような

ジ制作プランもご用意しておりま

理由がほとんどだと思います。

す。導入頂いたお客様の9割以上

・ホームページで何ができるかわ

に満足して頂いております。

からない
・会社にとってプラス（利益）に
なる？
・制作業者を選ぶ基準がわからな
い
・制作費が安ければ考えてもいい
んだけど…

ホームページ制作に関してお悩

代表取締役 井上 英樹
〒101-0061
東京都千代田区三崎町2-4-1
TUG-Iビル3F
TEL：03-3263-0219
FAX：03-3263-0217
URL：http://www.zeek.jp
創業日：2005年4月

みの企業様は是非一度ご相談下さ
い。専門のアドバイザーがわかり
やすい資料を用いご説明致しま
す。企業様の悩みから生まれた制
作プランで御社のホームページ戦
略をお手伝い致します。

・費用対効果が合わない
成功が期待できるなら、費用や
労力をかけてもいいと思うのは当
然だと思います。では、成功する

OAランドでは、㈱ジーク様と業
務提携することになりました！
平成20年1月よりHP制作のパッ
ケージ商品「Winシリーズ」の取
り扱い開始予定。
業界で唯一、HPという商材をパ
ッケージ化し、リースでの販売を
行っており、費用対効果の高い制
作実績は、年間1000サイト以上、
100業種を超えます！
ご期待下さい！

ホームページの条件って何でしょ
うか？企業にとってのホームペー
ジの成功は個人のホームページ
（自己満足）とは違って、利益を
もたらすことであり、成功するホ
ームページは優秀な「営業マン」
「店員」「広報」「リクルータ」に
ならないと意味がありません。優
秀な人材の条件はたくさんありま

・中小企業向けホームページ制作
（オールインターネット）
http://www.all-internet.jp/
・大型WEBサイトの企画・制作・
コンサルティング（ウェブマインド）
http://www.webmind.jp/

毎日の 小さな努力の先に 人生の大きな夢がある（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
応援団！

■秋葉原店のお客様■
当社ポーカロ・ラインは海外の

オーディオシステムですが、いま

オーディオ製品を日本に紹介する

や先述のデジタルオーディオに主

輸入商社として2007年8月に創業

役の座を奪われつつあります。私

したばかりの若い会社です。

たちはそんな現状の中でも必ず

iPodに代表されるデジタルオー

「いい音で大好きな音楽を思う存

ディオは現代の若い方々にとって

分楽しめる」環境が必要である、

は必須アイテムであり、もはや日

という確信のもと会社をスタート

常の生活に音楽はなくてはならな

させました。

い存在となりつつあります。

オーディオ業界での長いキャリ

周りを見渡せば電車での通勤通

アを生かし、21世紀の生活スタイ

学時、仕事中、自室での勉強中、

ルに合ったオーディオライフを多

眠りにつく時までも、デジタルオ

くの方々に提供できる商品を世界

ーディオはその活躍の場を広げ続

中から探し出し、日本にご紹介し

けています。

たいと考えております。

これだけ膨大な数の音楽愛好者

まず手始めにデンマークのブラ

が存在する現代ですが、オーディ

ンド

tangent

を日本に紹介い

オコンポーネントというカテゴリ

たします。北欧のデザインを施し、

ーの商品となると、年々市場が狭

多くの方々に親しんでいただける

まってきているのが現状です。プ

カラーリングの製品ラインナップ

リメインアンプ、CDプレーヤー、

は、旧来のオーディオシステムを

スピーカー、さらにはテレビを核

ご存知ない方々、初めてオーディ

としたホームシアターシステムな

オライフを始めようとする若い方

ど、多くの商品が存在する旧来の

にも受け入れていただけるプライ
スとパフォーマンスを実現してお
ります。
ぜひ一度お近くのオーディオシ
ョップ、家電量販店にて試聴をし
てみてください。

tangentスピーカー／Clarity8

8
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tangentラインナップ
（スピーカー・アンプ・CDプレーヤー）

代表取締役 村山 貞雄
〒135-0002
東京都江東区住吉2-6-5
インテグレート村上201号
TEL：03-5625-3505（代）
FAX：03-5625-3506
Mail：info@porcaro-line.co.jp
URL：http://www.porcaro-line.co.jp
創業日：平成19年8月6日
社名の由来：代表である村山の尊敬す
るドラマー Jeff Porcaro の名前と、人
と人のつながりから商売が生まれるとい
う意味での Line を結び付けました。

Q1 なぜ、起業したのですか？
音楽を愛する人がいるところには必
ずオーディオが必要です。多くの
方々に受け入れていただける優れた
製品を提供し、大好きな音楽を存分
に、気軽に楽しんでいただける環境
つくりのお手伝いをしたいと考えま
した。
Q2 座右の銘を教えてください
風林火山（疾きこと風の如く、徐な
ること林の如く、侵掠すること火の
如く、動かざること山の如し）
…安易に周りの状況に振舞わされ
ず、自身を信じて計画に準じて物事
を遂行していこうという考えです。
Q3 今後の夢や目標は？
多くの方々にオーディオシステムを
使っていただいて、音楽のすばらし
さを感じていただきたいと考えます。

人は 自分を 受け入れてくれる 人の話しか聞かない（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
応援団！

■秋葉原店のお客様■
「そういえばママ、今度の新築の計
画なんだが、僕らじゃあまり詳しく
ないし、専門家の意見を聞きたい
と思うんだがどうかな。
」
「いいんじゃない。でもメーカーさ
んに相談に行くと断れなくなっちゃ
うんじゃないかしら。
」
「うーん、そうだな…。その他にも
税金のこととか色々と聞きたいし
な…。
」
「そんな便利なところあるかしら。
」
「そうだ！そういえば業者選択を含
め、建築のコンサルトを無料で行
っている会社があったな。あそこ
にお願いしたらどうだろうか。
」
「そうね。それなら気軽に相談でき
るしね。
」
「よし決まり！確か専門のホームペ
ージがあったよな。名前が…。
」

「おお、須永といえば先月結婚して
元気にやってるみたいだぞ。
」
「うちと違ってアツアツで羨ましい
わね。
」
「…。スナガじゃないよ、ママ。
」
「おおい、すまんがわしのメガネを
とっておくれ。
」
「あら、おじいちゃん。棚の上にあ
るじゃない。
」
「おお、すまんすまん。サスガじゃ
のう。
」
「おじいちゃん、お出かけ？どこに
行くの。
」
「ふふん、巣鴨じゃ。
」

代表取締役 宮成 謙介
〒101-0052
千代田区神田小川町3-7-3
文栄小川町ビル1F
TEL：03-5282-7020
FAX：03-3292-6575
Mail：info@yongendoh.com
URL：http://www.yongendoh.co.jp
（まもなく新HP登場）
創業日：平成19年7月12日
社名の由来：
「建築」「不動産」「広告」「保険」、
創業時に決めた四つのテーマに願を
かけたものです。

「…。
」
「あっ住マガ※。
」
※住マガ：当社の新ホームページのタイ
トルです！

「須永さんじゃなかったかしら。
」

Q1 なぜ、起業したのですか？
昔から気の許せる仲間と会社を興し
たいと考えていました。今は念願が
叶い、とても幸せです。
Q2 モットーはありますか？
「感謝すること」
「人付き合いを大切
にすること」

株式会社四間堂の事務所

株式会社四間堂のホームページ

できない言い訳とは やりたくない時に するもの（起業家精神・人生を変えた言葉より）

Q3 今後の夢や目標は？
少しずつ力を蓄えて、人に必要とさ
れる企業になりたいと思います。
まずは建築のコンサルトで業界ナン
バー１を目指します！

電脳かわら版 Vol.19
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独立 開業

起業家
応援団！

来年度、電脳株式会社に入社予定の学生さん11名と顔あわせが出来ました！初めて採用内
定者が全員集合することもあり、みなさん緊張気味かなぁ･･･。総務からのお話も一字一句と
も聞き逃がせません (^̲^；)
内定式終了後には、社長を始め社員達と食事をしながら、内定者・社員を交えてのにぎや
かな懇談会！将来の目標や仕事の話だけではなく、時間も経ち緊張もほぐれてきたせいか、あ
ちらこちらで趣味の話などで盛り上がっていました。

社会人として働く上で周りの仲間・同期の存在は大変大きいと思います。
さあ、いよいよ大海への船出！電脳社員も新人に負けないように精進精進！
内定者が入社するまであと数ヶ月になりました。起業家を応援する電脳に魅力を感
じて入社を決めた、それぞれ得意分野や個性の異なる頼もしい11人が来年の４月に
入社します。彼らには起業家の皆さんをあらゆる面からサポートし、真に信頼される
社員に育ってもらいたいと思います。
今、彼らに不足しているのは、実社会の動きです。そのためにもこれからは社会の
動き・変化を敏感に捉えられるよう社会に目を向ける習慣をつけて欲しいと思ってい
ます。世の中の変化を知ることは起業家を支援する上での第１歩ですから。そのこと
をよく意識して残りの数ヶ月を過ごし、入社後は１日でも早く皆さんの期待に応えら
れる社員となるよう、本人の努力はもとより、会社も教育してまいりますのでご期待
下さい。
人事総務部 湯原

去る11月6日
（火）
に開催された「第8回ビジネスフェアfron TAMA」に昨年に引き続き参加いたしました。このビ
ジネスフェアは、地域企業を中心にただの企業展示会にとどまらず、人が
介してのマッチングが特徴です。今年は、展示場で行われる｢西武ビジネ
スマッチング会｣で、来場企業様に向けてのプレゼンテーションも行い、大
勢の方に「電脳が今、何をやっているのか」を知ってもらうことができたか
と思います。

10
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（写真左：プレゼンスピーチ中の笠井 右：営業橋本、田崎）

不満は 成長の始まり 満足は 成長の終わり（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
応援団！

復刻版電脳ワールド！ 普段は顔の見えない電脳スタッフを紹介します

トナーの事なら、お任せください！
皆様こんにちは。ＯＡランド所沢店の石川です。電脳に入社し、早1年半
が過ぎました。
私の仕事は主に一般事務や消耗品（トナー等）の販売担当をしています。
以前の会社では主に現場での仕事だったので電話応対やお客様と接する機会
が無かった為、最初はとまどいや緊張もありました。今もまだぎこちないで
石川

恵理

198X年X月20日生
血液型：Ｏ型
入社：1年半
好きな食べ物：
唐揚げ・メロンソーダ
嫌いな食べ物：
魚介類・卵の黄味
趣味：ショッピング・
500円玉貯金！！

すがお客様との会話のやり取りも楽しくなってきました。先日も、お客様に
「ありがとう。また来るね。」と声をかけていただきもっとお客様が喜んでい
ただけるよう日々頑張って行きたいと思います。
熱心に先輩方に色々教えていただいたおかげで少しずつですが仕事にも馴
れてきました。馴れてきた反面、単純ミスが多くなるので初心を忘れず気を
引き締めて行こうと思います。
今年から、楽天ホームページでのトナー担当にもなりました。お客様から
メールをいただき、そのご意見を参考にしより良いサービスができるように
頑張って行きたいと思います。これからもどうぞ宜しくお願い致します。

著 者：マイケル・J・ロオジェ
監 修：石井裕之
出版社：講談社
発 行：2007年11月
価 格：1,200円（税別）

「あなたが注意と意識とエネル
ギーを向けるものは、良いものも
悪いものもすべて、人生に引き寄
せられる。
」これが〝引き寄せの法
則〟というが、思い当たるような、
思い当たらないような、わかるよう
な、わからないような法則である。
多くの人々は、それなりに幸せに
なりたいと思うわけで、欲しいもの
を引き寄せられて、欲しくないもの
を遠ざけておくことができるとい
う、神業のような考えを説いてい
る本書のステップ１は、やはりアナ
ログ的な『言葉・言葉・言葉』によ
るものである。
自分の願望を「言葉」によってハ
ッキリさせ、それに注意を向ける。
ここまでなら、自己啓発本や学校・

未来は 今日の 信念で変わる（起業家精神・人生を変えた言葉より）

会社などでも、よくある事である。
が『意識的な引き寄せ』をするため
に『受け入れる』という事をしなけ
ればプラスの波動にならない。要
するに「本当に思うような人生が引
き寄せられるのか？」
「望んだよう
に仕事が進むのか？」これに疑い
を抱いたら、マイナスの波動を送
る事となり、願望実現が遠くなる。
この疑う心「もしかしたら、できな
いのではないか」という弱い心を
克服する、考えを換えるという方
法をわかりやすく説いてくれている
本である。
スピリチュアル的だなぁと思いき
やこの通りにやったら、来年のあ
なたは別人になっているかも!?

電脳かわら版 Vol.19
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独立 開業

起業家
応援団！

■日 時：平成20年2月12日
（火） 講演15：00から 交流会17：30から
■場 所：関東ITソフトウェア健保会館にて（JR中央線大久保駅より徒歩1分）
※講演後、同会館のレストランにて懇親会を予定しております。
※前回まで利用していました赤坂と、場所が異なりますのでご注意下さい
■講 師：株式会社ジーク 代表取締役 井上 英樹 氏
（大型WEBサイトの企画・制作コンサルティングをはじめ、
トータルWEBソリューションカンパニーの経営者です）

WEB新時代を築くべく、飛躍
している株式会社ZEEK。会社設
立から2年半にして、WEB制作実
績が3500を超える凄さです！

◎異業種交流会について、詳細を
知りたい方は、コチラまでご連絡
下さい。追って、詳細をお知らせ
いたします。

→本号P7に、株式会社ジークさん
の詳細が掲載されてます！是
非、ご覧下さい！

または、
起業家事業部まで。

大久保会議室

関東ＩＴソフトウェア健保会館
＜大久保会議室＞
所在地／東京都新宿区百人町2-27-6
交 通／ＪＲ大久保駅北口徒歩1分
ＪＲ新大久保駅徒歩5分
ＴＥＬ／03-5925-5333
ＵＲＬ／http://www.its-kenpo.or.jp/restaurant/okubo̲kaigisitu/

今年も電脳㈱及びOAランドをご愛顧いただき、誠にありがとうご
ざいました。2007年の感謝の気持ちを込めて、ささやかながら「シク
ラメンの鉢植え」をプレゼントいたします（限定10名様）
。
ご希望の方は、別紙アンケート用紙にてご応
募下さい。
締め切りは

到着分となります！

独立 開業

たくさんのご応募をお待ちしております *^-^*/
※右写真はイメージ写真です。実際の花とは少々異なり
ますので、ご了承ください。

起業家
応援団！
http://www.kaisetsu.jp/

★年末年始の営業のお知らせ★
OAランド全店、年内は12月28日
（金）まで、新年は1月7日
（月）より営業
いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
□■編集後記■□
◆今年もお世話になり、ありがとうございました。来年は、 ねずみ
年 なので大きな壁にも小さな穴を開けて突破できるよう、幸せを
引き寄せたいでーす！【かわら子】
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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

一番多い勘違いとは 「もう限界！」という勘違い（起業家精神・人生を変えた言葉より）

