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─ 平成20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

『人生は、自分で決めた値段になる！』
(アンソニー・ロビンズ)

新宿センタービル38階本社より

3月より、テレビ朝日の番組提供としてCM放映中！ 朝6時過ぎと早起きCMですが、がんばってまーす！
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新社会人さまへ

「幸せの神様」

＿

Toru Muroi
幸せの神様はどこにでもいる
そして不幸せの神様も…

最近、私は転職してきた社員に
「どうして我が社に転職してきたの」

誰もが

と聞いてみました

できれば当然

そうすると

「幸せの神様」

考えてみる
「人生って」
難しいものではなく

「う〜ん、前の会社の上司が…」

「人生＝時間」

と友達になりたいもの

「仕事がきつくて」

今までの人生

でもそれは

「評価してもらえなくて」

＝今まで生きてきた時間

全て自分の生き方

なんて答えが返ってきました

これからの人生
＝これから生きていく時間

僕はどうしてこんなに

私は・・・

「不幸せ、なんだろう」

「違うだろう

どうして
「こうも運が悪いんだろう」

人はみな学校を卒業し
誰でもある時期が来たら

今の自分より少しでも
幸せになりたいから

でもその人って

転職したんじゃないの？」

それも30年、40年

幸せになる行動は

と聞いてみました

長い長い時間です

しているのだろうか

「そ、そうですね、確かに」
と・・・

「自分にはできない」

そんな大切な時間の中で
仕事に関わる時間は

ともすると

なんと60％以上です
でも

と最初から諦めていることが

自分自身が変わろうと

それが

ありませんか

努力しない限り

生活のため、お金のため

「自分に制限をつくったところ」
で成功はないと思います
あの松下幸之助さんの言葉に
「成功する前に諦めてしまうから
失敗であって、成功するまで

前の職場と働く思考

「嫌だなあ、詰まらないなあ」

そして行動スタイルが

と仕事をしていたら

変わらない限り

人生の終わりに

また私生活においても
変わらない限り
「会社と言う器」

とことんやれば必ず成功する」

だけ交換しても

と言う言葉があります

あなたの取り巻く環境は

つまり

変わらないはず

お金や才能がなくても

「幸せの神様」なんて

「今までの僕の時間って
何だったんだろう？」
そんな疑問を残して
終わるのではないでしょうか？
これから社員研修が始まり
ビジネスマナー

絶対成功すると言う情熱があれば

待っていれば自然に降ってくる

挨拶の仕方

そして実行に移す行動力があれば

ものではありません

名刺の出し方

おのずと
「道」は開かれ
「幸せの神様」も降りてきます
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否応なしに
「働く」しかありません
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色々と学ぶでしょう
「これからの十年後の自分のために
何をすべきか？」

一番肝心なことは
「何故それらを学ぶのか？」

感動が、人生を変える 共感が、夢を実現する（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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Unlimited Power
それに気付かなければ…

大事な〝縁〟をつくる為の

そして世の中

会社が求めているから仕方なく

フォローとなるわけです

だれ一人として

では意味はありません
それでは「自発的」に

起業家
応援団！

パーフェクトな人間はいません
「いい縁」は

長所と短所を

行動するという行為には

当然自分を刺激し

自分なりに分かっていくために

至りません

スキルアップに繋がります

一番いい方法は

また困った時

仕事を一生懸命やることです

仕事を一生懸命考え行動する

助けてくれます

その結果

そして一生涯の財産となります

みなさんをこれから

おのれを解からずして
成長はありません

幸せの世界にいざなう

自分が仕事の達人を目指すなら

おのれの強みが分かれば

〝縁〟が生まれます

自分より優れた人の

それを伸ばす努力をすればいいし

思考行動様式を

弱点が分かれば意識して

そっくり真似すれば

克服に努めることができます

一番簡単に

そしてそれが

早く上達するはずです

自分の成長するスピードに

「ああこんな人だったら
一生付き合いたいな」
「お互い高め合えるなぁ」
「心が休まるなぁ」

比例するはずです

そんな〝縁〟を築きたければ

または

先ずは

恋愛小説も推理小説も

「見た目だけでもいい人

「人生＝時間」

結構なことですが

と考えると

相手より何かしら優れた人」

仕事での上達を目指すのであれば

人生は二度ありません

を演じる必要があります

仕事で成功した人の本を

失われた時間を

どうすればいいでしょうか

読む必要があります

取り戻すことは

そして

不可能です

自分が
「この相手とは長く

「ああ〜そうか
こんな考え方をすれば

何事も必死に真剣に取り組めば
おのずとそこに結果が生まれ

お付き合いしたい」

成功するのか」

と思ったら

関心し感動し

と思えるようになります

まずはメラビアンの法則

その思考で日々仕事に

遊ぶ時と変わらない

人は服装

取り組むことが大事です

好奇心と元気を発揮できれば

髪型など

自分の世界も大きく広がり

第一印象で55％

そのためのアイテムは

態度と話し方で38％

人間が成長するための

話の内容で7％
が決定づけられるなら

「仕事は楽しい」

最大の武器
「素直な心と即実行」

初対面のあいさつは

これがなければ

第一ハードル

感動しただけで

そして翌日のお礼のメールは

終わってしまいます

感動は 与える人も与えられる人も どちらも幸せにする（起業家精神・人生を変えた言葉より）

楽しくなります
最後に
そんな人達は
ひとつの〝縁〟で集まります
「幸せの神様」
を背負って
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独立開業

起業家
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平成19年12月・平成20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！
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19年12月〜20年2月の3ヶ月に渡っての創立ユーザー様のご紹介です。
【練馬谷原店】

【蒲田店のお客様】
グローバル通商㈱（東京都大田区）

㈱アクトラル（東京都中野区）

テールプランニング（東京都川崎市）

㈱ワンマール（埼玉県新座市）

アルハット建築工房（東京都大田区）

特定非営利活動法人こどものくに
（東京都練馬区）

㈱アローズ（神奈川県川崎市）
㈲アマノ電設（東京都大田区）
まごころ不動産（東京都練馬区）

【所沢店】

㈱三協（東京都大田区）

ガリレオアカデミー（埼玉県所沢市）

カーステーション（神奈川県川崎市）

Mission進学教室（埼玉県入間市）

㈲サンエアシステム
（神奈川県横浜市）
㈱明建クリエイト
（神奈川県川崎市）

【仙台店】
㈱カムレーズay（宮城県仙台市）

ベストサポート
（神奈川県川崎市）

【秋葉原店】

【両国店】
㈱両商（東京都墨田区）

㈱コロンバスサークル（東京都文京区）

㈱夢幻（東京都墨田区）

㈱スライマックス マネイジメント
（東京都港区）

島村法律会計事務所（東京都中央区）

アジアネットワーク協同組合（東京都千代田区）

㈱ギャンキャピタル（東京都港区）

㈱アールピック
（東京都中央区）

㈱オール（東京都台東区）

㈲北里（東京都渋谷区）

㈱ベン・コーポレーション（東京都台東区）

㈱マーベリック
（東京都千代田区）
㈱LEESTEP（東京都新宿区）
グロービック㈱（東京都中央区）

【八丁堀店】

トゥルーリンク㈱（東京都千代田区）

㈱天玄（東京都渋谷区）
㈱Ｊ・ＩＲＥＣ
（東京都中央区）
ビーポップ㈱（東京都港区）

【田町店】

むくの木法律事務所（東京都中央区）

㈱MDソフトハウス
（茨城県）

田仲建築設計事務所（東京都中央区）

㈱ケーマーク
（東京都豊島区）
㈱L＆F（千葉県

美浜区）

㈱アプリシェイト
（東京都品川区）

【池袋大山店】
SOUWA KANKOU THILAND CO.,LTD

㈱C＆D（東京都港区）

（東京都港区）
（東京都豊島区） ㈱ファインスタッフ
バッハッハ（東京都豊島区）

㈱イデア（東京都港区）

㈱アズハウジング（東京都国分寺市）

㈱ドリームパートナーズ（東京都港区）

㈱ヒグメン（東京都練馬区）
※敬称は省略させていただきます
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たいていはつらい道の先に 良い結果が待っている（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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Looking Back

入社1年目社員限定

起業家
応援団！

作文コンクール

電脳賞受賞作文紹介

「格闘詩」
〜がんばる自分を応援する言葉より〜
格闘詩人 野崎美夫

「ボスの魔法使い」

☆投票第1位

会が多く、会社としてどのような販売を
し、どのような物を扱っているかを早

商品配送センター

く知ることが出来るからです。これか

運送部 馬場竜大

らも、今以上に頑張りたいと思ってい

電脳に入社して一

ます。

年が過ぎようとしてい
る今、自分自身変われた事が沢山あ

☆投票第2位

ります。正直、始めは学生気分のまま
入社してしまっていました。何事にもル

所沢店経理部

ーズになってしまい、先輩方に怒られ

大塚容子

てしまう日も多々ありました。仕事をな

私が電脳に入社

めてしまっていたんだと、今となっては

して早１年がたちまし

実感しています。そのような中で一年

た。この１年を振り返ると、
「学び」の１

間を振り返り、一番思うのは、気持ち

年でした。

の変化であり、仕事に対するモチベ

まずは先輩のマネをすることから学

ーションの変化だと、自信を持って言

びました。教えていただいて、その教

えます。

えてもらったことを繰り返すうちに自分

今の自分の気持ちは、
『運送部の一

自身で学ぶこともありました。特に電

員として、しっかりと仕事のこなせる人

話対応では初めはとまどってばかりで

間になりたい。
』
と言う気持ちです。

したが、回数を重ねるうちに少しずつ

そのためにどうしたらよいかを自分

対応できる幅が広がったと思います。

で考えた結果が、まず先輩の良い所

それと事務所外で学ぶこともありま

を真似することでした。納品に対して

す。そのひとつは、外部の方とお会い

も、電話対応にしても、自分にとって経

するときに名刺の交換や挨拶の仕方

験の浅いところを、先輩を真似するこ

などを観察するようになりました。事務

とで知識を得られ、とても勉強になり

職だと外部の方と直接お会いする機

ました。特に自分は、上司である荻野

会は滅多にないので、とても貴重な学

課長とまわらせて頂く事が多いのです

びの時間になります。

が、お客様先でのドアの閉め方や挨

そして何より仕事を楽しむというこ

拶の仕方など、他の会社では、教えて

とを学んでいます。時には厳しく・時

いただけないような細かいところまで

には優しい先輩方、笑顔があふれて

教えていただき、沢山、自分の知識と

いる電脳という会社は、
「仕事を楽し

して残させていただいています。だか

む」最高の職場だと思っています。

ら私は、最初の配属が運送部で本当

いま自分が感じている厳しさ・楽し

に良かったと思っています。また、お

さを、これから入社してくる後輩に伝

客様と接する機会や商品に接する機

えていきたいと思います。

美点の方が多いのに 欠点の方が気になる（起業家精神・人生を変えた言葉より）

自分の
ことなんて
関心も
なければ
興味も
なくて
見ていて
なんて
くれてないと
思って
いたのに
ボスに
呼ばれて
最近
気にしている
ことを
ずばっと
指摘
されて
しまった
まい日
忙しそうに
駆け回って
いるのに
いったい
いつ
わたしの
ことを
見ていて
くれたの
だろう
部下は
わたしだけで
なく
いっぱい
いるのに
わたしのことを
見ていて
くれた
なんだか
もっと
やれそうな
そんな
気に
なれたのは
ボスが
かけてくれた
魔法のおかげ
かもしれない
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連載①

社労士が語る古今東西
第５回

改正パートタイム労働法の掟
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

パートタイマーへの均等待遇の確

万円の過料対象となるわけです。

労務士の佐藤です。経営の第一歩

保、の２点です。特に①は罰金が

十分注意して下さい。

を踏み出した企業家の皆様に向け、

あるので要注意です。
②正社員と同視されうるパートタ

身近にある労働法のお話をわかり
やすくお届けしていこう、という

①労働条件の文書交付等・処遇の

イマーへの均等待遇の確保

このコーナー。今回は改正パート

説明義務

タイム労働法のポイントについて

これまでも、労働者を雇入れの

イマーについては、正社員と同様

お話したいと思います。どうぞよ

際には労働基準法により一定事項

に取り扱う、つまり差別を禁止す

ろしくお願い致します。

について文書明示義務が課せられ

ることが義務づけられました。実

正社員と同視されうるパートタ

ていましたが、世の中の会社では、

際には同じ仕事をやっているのに

パートタイマーは近年著しく増

パートタイマーへの文書明示はお

パートタイマーというだけで賃金

加し、現在では雇用者総数の約４

ざなりになっているのが実情でし

格差や待遇に格差があるのはダメ

分の１にも達しています。そんな

た。そこで、今回の改正ではパー

なわけです。

企業にとって欠かすことのできな

トタイマーであっても労働条件を

い存在になっているパートタイマ

より詳細に明示することが義務付

かといいますと・・・

ーですが、処遇面においては一般

けられるようになりました。さら

ａ．通常の労働者（正社員）と職

労働者との賃金格差の拡大傾向に

に「昇給・退職手当・賞与の有無」

あるなど、その雇用管理の改善が

についても文書明示義務が追加さ

必ずしも十分に図られていない現

れております。「うちは賞与支給

状にあります。そのような格差の

しないことがあるから書かないで

改善のため今回パートタイム労働

おこう」っていうのはダメです。

法が改正され、平成20年４月１日

支給する可能性がある場合には、

これら３項目全てに該当してしま

から施行されることになりました。

制度としては 有り として、支

うと 通常の労働者と同視すべき

給されない可能性について明示し

パートタイマー と判断されてし

ておく必要があります。

まいます。そうなると賃金の決定・

改正のポイント

では、どんな人が同視されるの

務内容が同じ
ｂ．人材活用の仕組みや運用など
が全雇用期間を通じて同一
ｃ．契約期間が無期契約、あるい
は実質的に無期契約

今回の改正の主なポイントは①

まずは、現在ご使用している労

教育訓練等すべての待遇について

労働条件の文書交付等・処遇の説

働契約書をもう一度確認してみて

正社員との差別的取扱いが禁止さ

明義務、②正社員と同視されうる

下さい。この３点についての明記

れることになり、賞与や退職金な

がない場合には早急な修正が必要

どすべてにわたって同一待遇とす

です。ちなみに、この労働条件明

る必要が出てきてしまうのです。

示義務に違反した場合は、違反１

では 通常の労働者と同視すべ

件あたり10万円以下の過料の制裁

きパートタイマー の具体的な判

が設けられています。つまり、10

断基準をみていきましょう。

人のパートを雇う事業所では100
6
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本気になるほど 壁は小さくなっていく（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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起業家
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務内容の変更、経験する部署の範
囲や昇進の範囲、こうした点が同
じであるかどうかを判断されます。

けです。
まずは正社員とパートタイマー
の業務区分を明確化することが大
事です。現在行っている業務につ

（3）「実質的に無期契約」である

（1）「職務内容（業務の内容・責

いて改めて整理分析してみて下さ

かの判断

い。そのうえで正社員、パートタ

これは、契約期間について通常

イマーそれぞれに任せる業務を区

の労働者と同様であるかどうかを

分し、職務権限規程や業務分掌規

判断する際、形式的に判断するの

程によってそれぞれ明文化するよ

ではなく、実際の取扱いがどうな

うにしてください。

任）
」が通常の労働者（正社員）

っているかを判断する、という考

また、労働契約についても自動

と同じかどうか

え方によるもので、期間の定めが

更新にはせず、労働者に更新を期

通常の労働者とパートタイマー

ない労働契約を結んでいる場合だ

待させるような言動を控え、実務

が従事している業務が同じような

けでなく、反復更新によって実質

上の正社員との職務区分を明確化

内容だと該当してしまいます。

的に期間の定めのない労働契約と

していく、という手続きが必要に

主には個々の業務のうち「中核

変わらない雇用関係の場合も通常

なります。

的業務」が同じかどうか？という

の労働者と同様の実態にあると判

点が判断材料となります。「中核

断します。

的業務」とは・・・
・その労働者に与えられた職務に
不可欠な業務
・業務の成果が事業所の業績や評
価に大きな影響を与える業務

具体的には法律で定められてい

すぐです！ まだ着手されていな

る基準というのはなく、過去の裁

い会社は早急に対応するようにし

判例などを参考に判断していくこ

ましょう！

とになりますが実質無期契約とな
る裁判例をみてみると、

・労働者の職務全体に占める時

１ 恒常的な業務に従事している

間、頻度において、割合が大き

のか、臨時的な業務に従事して

い業務

いるのか

さらにその中核的業務に伴う責任

２ 労働契約上の地位が臨時的か

の程度が著しく異ならないかどう

３ 継続雇用を期待させる事業主

かを判断します。責任の程度の判

平成20年４月１日の施行はもう

の言動や認識があったか

断に当たっては、与えられている

４ 反復更新の有無や回数、勤続

権限の範囲、業務の成果について

年数、契約更新時の手続方法

もっと佐藤氏のお話を聞きたい方

求められている役割、ノルマなど

５ 同様の地位にある労働者の雇

は、コチラをノゾいて見て下さい！

の成果への期待度で判断します。

い止めの有無
などが判断材料とされています。

http://blog.livedoor.jp/stworks/
『人の悩みは今日も尽きず！』

（2）「人材の仕組み、運用等」が
通常の労働者と同じかどうか

実務上の対策

転勤の範囲（全国転勤、エリア

つまり、 通常の労働者と同視

限定転勤）
、
「職務内容の変更」と

すべきパートタイマー に該当し

「配置変更」の有無、人事異動に

ないようにするためには以上の点

よる配置替えや昇給などによる職

に該当しないようにすればよいわ

誰よりも幸せになりたければ 誰よりも他人を幸せにすればよい（起業家精神・人生を変えた言葉より）

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
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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５回

勉強なんて大っ嫌い！
株式会社ニンニンドットコム

読者の皆さん、お待ちどうさま。

であることを考えると、大事なの

さて、今回は、某国の株式投資

は会員になったらどうなるのか？

について、その成功方法を提供す

ということと、それは儲けられる

るという会社からの相談。現在、

んだ。という内容がメインになっ

すでにホームページはあるもの

ていなければいけないのに、すっ

の、ホームページからの成約はま

かり株式投資に対する情報サイト

だ0件とのこと。何を改善したら

になってしまっているからです。

いいのですか？という相談です。

インターネットでは探されるこ

現在のページ内容は、なぜその

とが基本です。そもそも興味のな

お客さんは勉強したいのではな

国の株に投資したらよいのか？そ

い人はこのサイトに訪れません。

いのです。この場合は楽して儲け

の国の株式投資で成功するには？

そのサービスを啓蒙することも

たいのです。特に、ネットで情報

その国の現在の経済状況につい

良いのですが、ここでは、まず、

を取得することに慣れている人と

て。などが中心。情報量は非常に

すでにその国の株式投資に興味が

いうのは、その楽なことが好きだ

豊富で、海外の、さらにその国の

あり内容もそれなりに知ってお

ったりします。結局は楽して得し

株式投資に興味のある人はそれな

り、そして、そのノウハウが欲し

たいのですから。

りに満足するかもしれない内容で

いという提供しているサービスの

今回は、できるだけ簡単に儲け

す。

顧客として最もなりやすい層に向

られるノウハウを得られるという

けてつくることが先決です。

印象をなるべく早い時間に見せら

では、早速このサイトの目的と、
ターゲットを考えて見ます。まず、

そもそも、探されるという行為

れるように再度構成を見直すこと

目的は、投資の成功ノウハウを売

を前提に考えると、もともと興味

ること。これは、会員になると得

があるわけですから、啓蒙などさ

最後に今回の一言。「あなたの

られるようです。つまり入会申し

れなくても、それなりにすでに知

サイトはお客さんに嫌いな勉強を

込みが目的。そして、それらは誰

っているものです。

させることが目的のサイトになっ

に提供するのかというと、①その

ただし、ここで勘違いしてはい

国の株式投資に興味のある人。②

けないのは、いくらノウハウが欲

お金の運用、お金儲けに興味のあ

しい人に向けられているとはい

る人。の2パターンです。

え、うんちくをメインにしてダメ

そんな彼らがこのサイトに来訪

だということです。メインはあく

してやりたいことは勉強したいの

まで、ここを利用したらどうなる

ではなく儲けたいんだというこ

のか？という結果であり、メリッ

と。

トなのです。

しかし、残念ながらこのサイト、

8

鈴木 忍

インターネットの基本には 今

まったく儲かる気がしません。本

すぐ欲しい人に今すぐ売る とい

来会員になってもらう為のサイト

うものがあります。

電脳かわら版 Vol.20

になりました。

ていませんか？」
では、また次回 (=゜ω゜)ノ

株式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）

他人の意見は すべて最高のアドバイス（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 Part1

起業家
応援団！

株式会社フロンティアソリューションズ（ITサービス産業）

「感動のソリューションサービス」を
提供することを使命としています
当社は、設立から若干1年半弱

の世代の方々が持つ豊富なノウハ

ではありますが、様々な業界のプ

ウを、若者たちに継承する場にす

ロが集まっています。これまでに

ると同時に、各国の若者たちにも

大規模な基幹システムの構築やセ

仕事を提供できる場にしたいと考

ンターの構築・運用に携わったプ

えています。

ロフェッショナルな人材が多く、
また、金融・医療・情報系と各業

我社経営の目的は、社員とその

界に精通した豊富な人材を抱えて

家族及びお取引先各位への幸福を

いる事も、当社の強みであります。

保障することであり、そのための
条件が「存続」と「発展」であり

業務内容としては、①プロフェ

ます。存続と発展の源は利益であ

ッショナルサービス ②システム

り、利益は「顧客の信頼」によっ

インテグレーションサービス ③

てもたらされます。我社「総員が

アウトソーシングサービス ④コ

感動する心」で、ソリューション

ンサルティングサービス

サービスを提供することにより、

の4つ

のソリューションサービスを中心

直ちに「顧客が感動する心」で共

に顧客に提供しています。各企業

鳴していただく事ができ、「顧客

や国の機関などの各種システム

が感動する心」が更には「顧客の

を、監査役のような中立性と厳し

信頼」を生む。このような理念の

さをもってチェックして改善提案

基に「顧客に感動のソリューショ

するコンサルティングや、システ

ンサービスを提供する企業」を志

ムの構築及び運用サービスなどを

しています。

㈱フロンティアソリューションズ
代表取締役 佐伯 剛夫
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場3-3-1
ユニオン駅前ビル601
TEL：03-5338-8847
FAX：03-6715-0803
Mail：info@frontier-so.com
URL：http://www.frontier-so.com/
index.html
設立：平成18年11月
社名の由来：
フロンティア…最前線の、新天地
の、広い可能性を秘めた開拓の
対象を意味します。
ソリューション…業務における
問題点を突き止め、解決します。

行っています。そして、社会的な
役割のひとつとして、当社を団塊

また当社では、全社員が経営感
覚を身につける「総員経営主義」
を掲げ、早い段階から経営につい
て学ぶ機会を設けており、将来は
『１社最低10億を売り上げるグル
ープ企業』を100社作っていくこ
とを、目指します。自分の得意分
野をさらに伸ばす努力を怠らず、
志と情熱を持って自分の将来を考
えられる人はいつでも歓迎してい
ます。

すべての限界は 事実ではなく 思い込みに過ぎない（起業家精神・人生を変えた言葉より）

Q1 なぜ、起業したのですか？
自己理念に基づく社会への貢献を目
的として、夢と希望に溢れる会社を
創設しました。
Q2 座右の銘を教えてください
一騎当千（1人でも1000人に値する
働きをする）の開拓者たれ
Q3 今後の夢や目標は？
将来、1社最低10億を売り上げるグ
ループ企業を100社（全世界を的に）
創っていくこと。
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独立 開業

電脳・起業家USER紹介 Part2

起業家
応援団！

保険マンモス株式会社（保険業）

起業して顕著に成長している会社
■起業の動機
ソニー生命時代、商品力も強く

はないかと思います。これを社長
だけではなく組織として思えるとさ

扱う営業マンも素晴らしいのに創

らに強いのでしょう。
組織の構成員、

業25年で未だにシェア3％という事

つまり社員全員もっと言えば、社員

実から、最も重要な
『見込み客開拓』

ではなくとも派遣スタッフさんやパ

を個人の技量に任されていること

ートさん、協力企業様、取引企業様

に疑問を抱いていました。また、ソ

等々にも弊社ミッションをお知り頂

ニー生命等の先進的な保険会社・

き応援して頂けるようになったとす

以外で加入している日本の大半の

ると、それは強い企業なのだろうと

消費者が余りに供給者サイド
（保険

今の時点で感じます。

会社）
に都合の良いように扱われて
いる実態を見て疑問を感じていま
した。

■集客の手法について
集客については、現在アフェリエ

また生命保険は多くの人が相談

イトが約半分を占めるほどになって

相手に困っている商品で、しかもネ

きています。アフィリエイトはシステ

ットと非常に親和性が高いため、

ム運用とメディア折衝になりますが、

『マッチングビジネスが成り立つ』
と

弊社のような小企業の場合は広告

いう確信を持っていました。そこで

代理店さんにいかに上手く動いて

保険選びについてのノウハウをビジ

いただけるかがキーになります。と

ュアルで分かりやすく表現したサイ

いうことは、ネット企業と言いながら

トを開設して情報発信をしていこう

極めて泥臭い話で、代理店担当者

と決心したのでした。

をファン化することと考えています。

保険マンモス株式会社
代表 古川 徹
〒140-0001
東京都品川区北品川3-6-2
品川MSビル6F
TEL：03-5782-8500
FAX：03-5782-8501
Mail：info@hoken-mammoth.jp
URL：http://www.hoken-mammoth.jp/
設立：平成17年8月

また、代理店との付き合いでもう
■ミッション
（使命感）の重要性
儲かれば、ビジネスの種類は問
わないというのでは少し寂しい気
がします。
そこにもう一歩深い確固たる動

一点重要なのは自社の成長過程に
応じた規模・対応のできる代理店
選択をすることだと思っています。
また弊社は設立当初からパブリ
シティ戦略を重視しておりまして、

機があると、ずっと強いのではない

多くのマスコミに掲載されています

かと思います。

が、集客効果とともにやはり信用確

私の場合、上述の役に立つ情報

立に非常に役立っています。計画

を一人でも多くの方に知っていた

的な実施が難しい戦略ですが、是

だきたい、という動機が強くかつ、

非取り組んで頂きたいと思います。

維持できているところが強みなので
10
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ホームページ

わからないことが できない理由にはならない（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 Part3

起業家
応援団！

川島税理士事務所（税理士事務所）

新規に設立された中小企業の永続的
発展を応援・サポートしています

■八丁堀店のお客様■

川島税理士事務所は平成18年４
月に東京都墨田区で開業し、現在
は東京都中央区に事務所を構え、

けて全面的にサポートをしており
ます。
中小企業は人、物、金といった

中央区、墨田区等東京都23区、千

経営資源はいずれも大企業のそれ

葉県、神奈川県など関東の中小企

とは比べものになりませんが、だ

業を関与させて頂いている税理士

からこそそういった中小企業に少

事務所です。

しでもお役に立ちたいと考えてお

主な業務内容としまして、記帳

ります。また税理士としての使命

代行、経理業務の合理化支援、パ

は中小企業をサポートすることに

ソコン会計導入支援、税務申告な

ある、というのが事務所としての

どの基本的な会計事務所業務をメ

基本的な考えです。

インにしております。
当事務所の特徴は 新規設立法
人を積極的に支援 している事です。

経理、税務というと会社を設立さ
れたばかりの経営者は何をしたら
いいのか、何から始めたらいいの

会社を経営されているとあらゆ

か分からないというのが現状です。

る場面で色々な悩みに直面しま

そのような方々でも気軽に税理

す。それは会計や税務に関するこ

士事務所のサービスを受けて頂き

とだけではなく、マーケティング、

たいという思いで「新規設立法人

営業、資金繰り、人事問題・・・

パック」というサポートパックを

当事務所では経営者が抱えるこ

ご用意し、領収書の整理方法から

のような問題を、社会保険労務士、

税務相談、経理相談、申告書作成

司法書士、行政書士など、他の士

までの一連の経理、税務業務を提

業の方々と提携し、その解決に向

供しております。
税務、会計に関して不安を感じ
ている経営者様、初回の相談料は

代表 川島 洋一
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-12-7
サニービル4C
TEL：03-3537-1218
FAX：03-3537-1219
Mail：k-tax@rice.ocn.ne.jp
URL：http://www.kawashima-office.jp/
設立：平成18年4月

Q1 なぜ、起業したのですか？
平成18年５月の新会社法で資本金に
関する規制が事実上撤廃され、誰も
が起業できる環境になりましたの
で、そこで私も税理士という資格を
活かして情熱と意欲をもって起業さ
れた中小零細企業の経営者を応援、
サポートしたいという思いで起業し
ました。

■チャリンコ税理士ブログ■

Q2 座右の銘を教えてください
「初志貫徹」…独立した時の初心を
忘れずに関与先にとって安心して何
でも相談頂ける事務所であり続けた
いです。

東京都中央区の税理士が、日常の
業務の事から、駅伝大会出場、富
士登山等、活発なブログを発信し
ております！『チャリンコ税理士
ブログ』にてご検索下さい。
http://blog.livedoor.jp/youchann/
archives/50945542.html

Q3 今後の夢や目標は？
税理士業務にとらわれることなく新
規に設立された中小企業の経営者を
長期的な視点でサポートしていきた
いと考えております。そしてそんな
会社と一緒に事務所も成長していけ
ればと願っております。

無料となっておりますのでお気軽
にお問い合わせ下さい。

事務所外観

川島税理士事務所

つらくても 苦しくても 行ってみたい道が自分の道（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

第7回

起業家
応援団！

電脳講習会＆異業種交流会報告

■日時：平成20年2月12日
（火） 15：00〜

於）関東ITソフトウェア健保会館

■お題：
「成功する為の ホームページリニューアル」
■講師：株式会社ジーク 代表取締役 井上 英樹 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。今回もまた、沖縄県からの参
加もあり、多種多様にわたる有意
義な交流ができたことと思いま
す。
インターネットも会社・生活
他、様々な面にて不可欠のツール
となってきたようで、参加いただ
いた皆様もネット知識にはかなり

精通されてきたように感じられま
した。
次回以降、ホームページ関係の
講習がありましたらもうワンステ
ップ進んだ知識の上での講習が必

要とされているの
かと、考えている
次第です。
尚、会場設備の
都合上でスクリー
ンが見にくい等の不備がありまし
たことを、お詫びいたします。
※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。

今回、新たに参加していただいた企業・個人の皆様
・㈱パブリックトラスト 様
・アイソトープス㈱ 様
・㈱フラッグ 様

・宮武社会保険労務士事務所 様

・㈱ハッピー・パスポート 様

・佐々木順子税理士事務所 様

本のプレゼント
かわら版Vol.20記念号ということで、お好きな本を1冊プレゼントいた
します。何かに迷っている方、何かを探している方、また順風満帆の
方も是非別紙アンケート用紙にて、ご応募下さい！
①仕事は味方
著者：浜口貴則
出版社：かんき出版
サイズ：単行本
発行：2007年12月
★
「戦わない経営」
の著者が贈る待
望の第2作目！
ご応募は編集部まで

FAX：04-2922-5424
e-mail：info@oaland.jp

②一瞬で自分を変える法
著者：アンソニー・ロビンズ
訳・解説：本田 健
出版社：三笠書房
発行：2006年11月
（初版）
★人生は〝自分で決めた値段になる〟

OAランド四谷店』
4月中旬、オープン予定!!
直営10店舗目となる四谷店は、空間もお
しゃれにこの春オープン予定です！さわ
やかな新緑と共に、乞うご期待あれ！
■住所：東京都新宿区四谷2丁目8番地
■最寄り駅：メトロ丸の内線四谷三丁目
またはJR四谷駅より徒歩約6分
詳細は、次号かわら版にて！

独立 開業

③一瞬で『自分の夢』を実現する法
著者：アンソニー・ロビンズ
訳・解説：本田 健
出版社：三笠書房
発行：2007年12月

起業家
応援団！

http://www.kaisetsu.jp/
電脳かわら版Vol.20（2008年3月発行）
□■編集後記■□
◆ コトバの魔法 は、常にかけ続けられなければならない。いつ・どんな時でもワ 電脳株式会社
■お問い合わせ先（編集部）
クワクするも、メソメソするも、不思議なコトバひとつでしょうから。このコトバ
〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘3-719-1
TEL.04-2922-5252 FAX.04-2922-5424
をかけてくれる「幸せの神様」が、自分の周りにいるといいですね。
E-mail info@oaland.jp
【かわら子】
URL http://www.oaland.jp
◆例えば今17時42分だったとして、とりあえずお茶を飲んで18時から始めるか、 ■本社
〒163-0638 東京都新宿区西新宿1-25-1
今すぐ始めるか。思いたったら即実行です。ところで、かわら版が皆さんに届く頃
新宿センタービル38階
TEL.03-3340-0070 FAX.03-3340-0080
にはついに弊社のホームページが公開されているはずです。宜しくお願いします。
http://www.dix-huit.net
【Dix-Huit】 【企画・編集】電脳株式会社 【制作】有限会社ディズウィット
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坂本龍馬は 携帯電話も使わずに 日本を変えた（起業家精神・人生を変えた言葉より）

