OAランド・OFFICE計画を運営する「電脳株式会社」より 起業家の役に立つ知識や情報が満載

独立 開業

起業家
応援団！
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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
『人生を正しく生きれば、
運命は自分で動き出す』
(ランディ・パウシュ)

OFFICE計画四谷店

夏のカラー複合機19万円均一スタート！
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今の自分へ

「幸せの神様 2」

＿

Toru Muroi
「自責の念と他責の念」

失っていたのだ

浜辺を裸足で駆け出したい

無意識の内に

衝動だった

私は起業して暫く月日が経った時
「自分に降りかかる全てが

「ふっと」

自分の責任」

何か肩に圧し掛かる重さを

そして今何があっても
自分の責任と
考えられるようになると

感じなくなっていた
天使じゃないけど

よくよく考えると

心に羽でも生えたような

こんな楽なことはない

凄いことが起きた

「すべては自分の責任！！」
次はシステム会社を整理し

何故か身も心も軽い
「私に何が起きたんだろう」

たった一人になった時

荷を背負うことにより

「これまでとどこが違うんだろう？」
と考えてみた

そして原因が理解できた

そのひとつ、ひとつの

今までの事業活動による

重さが解る、大きさが解る、

負債は負ったが

その障壁の厚さが解る

そんなものは、地道に返せばいい

温かい、冷たいという
温度も感じる

むしろ

最初は私が勤め人の時
自分の不幸のすべては会社の責任

「ああ、もうこれで自分の事だけ」

これが他責の念で考えると・・・
せっかく、神様がくれた

社長の責任、上司の責任

考えればいい

世の中の責任、不運のせい

まったく暗い気持ちはなかった

そんな風に

サンサンと降り注ぐ

他の誰かにあげてしまうか

不満だらけの日々だった

お日さまの下に

捨ててしまうことになる

スキップして歩きたい気分だった

何故、こんな結果に

「経験という宝もの」を

それが一人になった時
その責任の所在を当然
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相手が信頼できる人かどうかより 自分に相手を信頼できる勇気があるかどうか（起業家精神・人生を変えた言葉より）

独立 開業

Unlimited Power
なったんだろうと考えなくなる

力を貸してくれる

社長

「どうせ、あいつが悪いんだから」
「どうせ世の中が悪いんだから」

リーダー的資質の

「どうせ不景気なんだから」

もっとも大切なものは
指導力やカリスマ性ではない

原因の検証もしなくなる

部下に対しても
色々な事案・問題に対しても

「私にはこの会社は合いません」
3ヶ月、1年、3年・・・

「すべては自分の責任」として
捉えることができるか否かだ

そのための、努力はしたの？

最近の食肉偽装や

自分に合う会社なんて存在しない

船場吉兆事件をみる時

ない

社員がみんな悪い、
私はなにも知らなかった

自分の努力によって成せるもの
何故
「すべてが私の責任です」
いい響きだ

「すべては代表である私の責任」
「社員にはなんの責任もない」

なんか人間が大きくなったみたい

と言えないのか！

怖いものがなくなったみたい

とてもみっともなくて格好が悪い

だいいち、格好いい

そうすれば
再生の道はあったのではないか

そうすると
「経験と言う宝もの」を

従業員の人たちも一丸となって
協力してくれたのではないか

幸せの神様はたくさんくれる
そして心あるまわりの人たちが

オススメ

最強の
読書術
ブログでも随時ご紹介していま
すが、すぐに役立つ社長の心の
支えを紹介します。サルになら
ない為にも、より多くの本を読
みましょう。

1
お客様は
「えこひいき」
しなさい！

それって自分の責任、会社の責任

会社が用意してくれるものでも

起業家
応援団！

すべては「自分の責任」

一つのことを徹底して本質がわかるとべてのことの本質がわかる（起業家精神・人生を変えた言葉より）

著 者：高田靖久著
出版社：中経出版（2008年4月23日）
価 格：￥1,470（税込）

顧客差別しなけれ
ばならない理由か
ら、なぜそれで儲
かるのかまで、実
際のデータと多く
の事例を交えて紹
介する。店舗業態
に合わせた具体的
なヒント、成功事例が満載。

2
「仕組み」仕事術
著 者：泉正人著
出版社：ディスカヴァー・トゥエン
ティワン（2008年3月3日）
価 格：￥1,365（税込）

ルーチン業務を
「仕組み」化し、
誰が、いつ、何度
やってもできる仕
事にする為、具体
的なチェックシー
ト等を使い、一元
管理を行おうとい
うもの。ルーチンに縛られていた
時間を、考える時間に振り向け、
価値を生み出す為の即効性のある
仕事処方箋。

電脳かわら版 Vol.21

3

特 集

が四谷にオープン!!
去る5月20日、オフィス作りにコンセプトを置いた「OFFICE計画」オープン記念セレモニーを開催いたし
ました！
「OAランド」では、限られた予算で最良のオフィス環境を作ることをコンセプトに「起業家応援団」として
長年努力して参りました。お蔭様を持ちまして、多くのお客様にご支持をいただいております。
そして、大きく成長されるお客様が増えていくにつれ、そのようなお客様より、
『対外的には信頼感があり
集客を増大させ、対内的には社員のモチベーションを向上させる戦略的オフィスを提案して欲しい』というご
要望を多く戴く様になりました。
このようなご要望にお応えすべく弊社電脳株式会社は、機能だけではなくエント
ランスやパーテーションが演出する視覚効果にも拘りながら、コストパフォーマン
スの高いオフィスを提案するため、新たな「オフィス計画」を旗印に、今後一層の
研鑽を続けてまいります。
今後とも、ご愛顧の程、よろしくお願いいたします。

オープン記念講演
保険マンモス 古川 徹 氏
当社のユーザーであり、過
去に有名悪魔系ロックバン
ドにてプロドラマーとして
働き、以後安定サラリーマ
ンを経て営業力・知識を深
め開業独立に至っためずら
いしい経歴の持ち主。
タイムファイブ
〜ミニコンサート〜
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幸せになりたいときまず 幸せの光景を描く（起業家精神・人生を変えた言葉より）

特

徴

近代的なオフィス構えでありながら、明
るく温もりのある木製の本棚が壁一面に
広がり、様々な分野での話しが弾みそう
なお店です。旧来の 仕事はグレーで四
角いデスク という固定観念を取り払い、
コストはそんなに変わらずに洒落たオフ
ィス環境を作ることに挑戦してみません
か？ 社員のモチベーション、感性に刺
激を与えること、請け合いです。環境の
変化は

ココロの変化 。生産性の高い

戦略的オフィスをご提案いたします。
壁いっぱいの本棚

おしゃれにパーテーション

主な業務内容
オフィス計画では、起業され成長されたお客様が社外的信用、集客の増大、採用効果、社員のモチベーションの向上を
計り、更なる成長をされる為のエントランスやパーティションなどの演出のお手伝いを使命とし、邁進してまいります。
時代のニーズに合わせて変化する オフィス進化論 の提唱♪です！
オフィスの移転

企業が成長して、オフィス増設・移転が必要な際のご相談なら
オフィス計画に全てお任せください！

オフィスの
レイアウト

オフィスの増設・移転時のレイアウト・デザインはお任せください。
オフィスのプロが魅力的なオフィスをご提案します。

オフィス家具

おしゃれなオフィス家具は新品で、OA機器、電話機は中古で揃え、
トータルコストを削減します。

OA機器・
ビジネスホン

見た目よりも機能重視のOA機器、電話機を中古でリーズナブルにご提供いたします。

LAN工事・
パソコンの増設

面倒なLAN工事のご相談は一度オフィスのプロのオフィス計画にご相談ください。

オフィス物件・
新規や移転などで、物件をお探しの方へ、ご紹介を行っております。
店舗等事業用物件

お気軽にお問い合わせ下さい。オフィスのプロが対応いたします！

TEL：03-5367-8668

info@officekeikaku.com

今夏より店長になる佐藤です（現仙台店長）
この度、「オフィス計画四谷店」店長に就任させて頂く事になりました佐藤裕雄と申します。
この四谷店での勤務は8月下旬からとなりますが、OAランドの新しいブランド「オフィス計画」と
言う店舗での新たなチャレンジが出来る事と共に、2年半仙台店にて学んで来た事を、 東京

と言

う競争の激しい環境の中でどこまで通用するのか、自分自身とても楽しみに感じています。
私は生まれてから30年間東北で生活しておりましたので、なれない土地ということもあり、メーカ
ーの方々・関係者の方々にお力添え頂く事も多々あると思いますが、どこよりもお客様に愛され、信
頼される店を作り、『起業する時はオフィス計画に行こう！』と言って頂けるお店を目指して頑張って
参ります。今後ともご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

夢の前に立ちはだかる壁は 自分の過去の思い込み（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
第６回

パートタイマーの社会保険
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

【健康保険・厚生年金保険の
強制適用事業所】

労務士の佐藤です。経営の第一歩

佐藤 貴則

のおおむね4分の3以上の場合
一応、
「おおむね」
という判断基

を踏み出した起業家の皆様に向

①個人経営の事業所で、常時5人

準になっていますので、厳密にこの

け、身近にある労働法のお話をわ

以上の従業員を使用する法定業

条件に当てはまったら必ず入れな

かりやすくお届けしていこう、とい

種に該当するもの。

くてはならない、というわけではあ

②国、地方公共団体、法人の事業

りませんが実務的には「正社員と同

パートタイマーの社会保険の加入

所であって、常時従業員を使用

レベルの勤務実態」がある場合に

についてお話したいと思います。

するもの。

は加入させるよう指導されます。

うこのコーナー。前回に引き続き、

③船員法1条に規定する船員として

よろしくお願い致します。

船舶所有者に使用される者が乗
社会保険の加入条件

り組む船舶（厚生年金保険のみ）

今後はパートタイム労働法にも注意
2008年4月1日からはパートタイム

社会保険とは一般に厚生年金と

※農林水産業・サービス業・法務

労働法が改正されました。これに

健康保険を指します。社会保険の

業・宗教業は、法定業種に該当し

より正社員と同様の勤務状態のパ

加入条件については皆年金・皆保

ないので、個人経営で常時5人以

ートタイマーは差別的取り扱いを

険という性質上、適用事業所は原

上の従業員を使用していても強制

禁止され、賞与、退職金等すべて

則として強制加入です。従って起

適用事業所とはなりません。

の待遇を正社員と同程度まで引き
上げる必要があります。社会保険

業家が新規に法人である会社（株
式会社・有限会社など事業規模を

パートタイマーの加入条件

に加入させる必要があるほどのパ

問わず）
を設立したときは、社長や

ところで、よく聞かれるのがパー

ートタイマーともなれば、こうした同

社員の意志に関係なく、必ず社会

トタイマーの社会保険加入条件で

一性の高い労働力であることが想

保険の新規加入の手続をしなくて

す。前記のように対象者は常時使

定されますので、自社の状況をよ

はなりません。社会保険では、
「法

用従業員となっていることから「常

く知ったうえで適切な対応をとって

人に使用される者」がいる場合は

時」とはどの程度の出勤頻度が対

ください。

適用除外者を除いて全員加入が義

象になるのか？という疑問がでて

務づけられています。したがって、

きます。この点については一定の

もっと佐藤氏のお話を聞きたい方

たとえ社長一人でやっている会社

基準があります。

は、コチラをノゾいて見て下さい！

であろうとも法人であれば強制加
入として加入義務が発生します。

具体的には、次の①と②のいず
れにも該当する場合は、常用的使

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

用関係にあることとなり加入の義
務が生じます。
①1日または1週間の所定労働時間
が一般社員のおおむね4分の3以
上の場合
②1ヶ月の所定労働日数が一般社員
6
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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

知恵の輪はいろいろやっているうちに偶然できる いろいろやれば何でもできる（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６回

出会い系サイトでムフフな出会い♪
株式会社ニンニンドットコム

普段はこのコーナー素通りしち

ったよりも安いです。さて、そん

ゃってるアナタ。今回はひっかか

な真面目な出会いのサイトの登録

りましたね。思わずタイトルを見

者数を増やすには？

て、来てしまいましたよね。待っ
てましたよ＼(^o^)／ピー！

鈴木 忍

まずは、ここでインターネット
の特性を再確認しましょう。イン

さてさて。
。

ターネットは探されてたどり着く

夏です！暑いです！僕も燃えて

ことが前提であるということ。さ

については20代の方も50代の方に

います！この調子で体脂肪も燃え

らに探された後にクリック一つで

も登録してもらいたいとあえて年

てくれたらと思う今日この頃。み

他との比較が容易に出来るという

齢について特化させた表記はあり

なさんご存知のとおり、夏といえ

こと。そんな特性を踏まえると、

ません。

ば恋の季節です。(ノ´∀｀*)…と

ホームページに必要なのは、選ば

インターネットは不特定多数を

いうことで、今回は、「夏の風物

れる理由があるかどうかというこ

相手に商売できるものと、思われ

詩」出会いがテーマです！

とです。

がちですが、実は先ほどの 探さ

ご依頼内容は、出会いの少ない

今回の、ホームページの来訪者

れる という前提を考えるとかな

男女に出会いのきっかけとして合

のほとんどは、30代の出会いに困

り絞られた特定に人に対して発信

コンをプロデュースする会社さん

った人達です。当然ながら、そん

されているメディアであるといえ

からの登録者数アップです。

な内気？な人たちは、このような

ます。さらに、そこに他社との比

最近は出会い系というと、何や

サイトに登録することもきっと不

較が、簡単に行えると考えるなら

ら怪しいと思われがちな世の中に

安でいっぱいなのでは？そんな予

ば、探してたどり着いた人に、

なりましたが、こちらの会社さん

測をしながらご依頼いただいた運

「あ、私が探しているものだ！」

は、結婚はしたいけど、出会いの

営者さんに質問や問合せで多い内

と瞬時に分かってもらえることが

機会が少ない方々へ真面目にサー

容を聞いてみると、年齢に関する

大切なのです。

ビスを提供しているようです。最

ことが圧倒的に多いようとのこ

も多い登録者層は30代とのこと。

と。具体的な内容は「相手が自分

30代くらいになると年齢的なあせ

の年齢と近いだろうか。
」
「自分の

りがありつつも、失敗が怖いよう

ような年齢でも大丈夫だろうか。
」

で慎重になりがち。そんな真面目

というようことのようです。しか

な出会いに困ってる方々に お見

しながら、そんな質問を投げかけ、

合い ではなく 合コン という

自分の年齢を不安に思っている30

少しカジュアルな雰囲気で自然な

代の方々が実は登録者数の圧倒的

出会いをセッティングするサービ

多数を占めているのです。

ス。料金も決して高くなく、登録

今回の場合、運営者はより多く

料は無料。合コン成立で料金は発

の人に登録してもらいたいという

生しますが1回あたり数千円と思

希望がありました。その為に年齢

うまくやろうとするから苦しむ ひたすら 一所懸命（起業家精神・人生を変えた言葉より）

最後に、今回の一言。
「恋も仕事も浮気をせずに1人の
相手を大切に。
。
」
では、また次回(^0^)/˜˜

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）

電脳かわら版 Vol.21

7

独立 開業

独立開業

起業家
応援団！

平成20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！
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20年3月〜5月の3ヶ月に渡っての創立ユーザー様のご紹介です。
【秋葉原店】

【両国店】
㈱MiZプランニング
（千葉県市川市）

㈱ビッグストリーム
（東京都中央区）

㈱アミスターラビット相模原古淵店

㈱ダイワネクスト
（東京都 新宿区）

（神奈川県相模原市） ㈱S.L.C-JAPAN（東京都荒川区）
うわまち鍼灸整骨院（神奈川県横須賀市）

【仙台店】

【田町店】
㈱エムアウト

㈱フローレンス
（東京都渋谷区）

KBC 大井町（東京都品川区）

㈱アッセンブリー
（宮城県仙台市）

KBC 本蓮沼（東京都板橋区）

曽我法律事務所（宮城県仙台市）

KBC 武蔵小杉（神奈川県川崎市） 菅原栄太郎会計事務所（宮城県仙台市）
㈱SONO（東京都中央区）

㈱PITS（宮城県仙台市）

㈱イーパートナーズ
（東京都千代田区）

㈱メディアPR（宮城県仙台市）

シャボン玉販売㈱（東京都港区）

㈱エヌ・ステージ
（宮城県仙台市）

㈱ほっとらいふ（千葉県千葉市）

丸善不動産㈱（宮城県仙台市）

㈱タートル
（東京都中野区）
㈱プレシャスパートナーズ
（東京都渋谷区）

【八丁堀】

㈱MAXコーポレーション
（東京都港区）

日本映像通㈱（東京都中央区）

㈱数値フローデザイン
（東京都品川区）

㈱野口製作所（東京都中央区）

㈱KAZUコーポレーション
（東京都葛飾区）

㈱リサーチネットワーク株式会社（東京都中央区）

㈱RYU（ 東京都港区）

㈱ＲＩ
Ｐ−ＴＩＥ
（東京都中央区）

㈲メイプル
（東京都港区）

㈱ジャパンエアーエクスプレス
（東京都中央区）
㈱ＬＥＳＳ ＰＬＵＳ ＤＥＳ
ＩＧＮ
（東京都渋谷区）

【所沢店】

レフティ
（千葉県船橋市）

富士メモリアル
（埼玉県さいたま市）
【首都圏営業部】
【大山店】

㈱ビッグ・タウン
（東京都大田区）

フジヤ会計事務所（東京都練馬区）

㈲アクティスプランニング
（東京都世田谷区）

さくらプランニング㈱（東京都豊島区）

エキスパートアライアンス㈱（東京都港区）

㈲ミトミ
（東京都板橋区）
㈱世運貿易（神奈川県川崎市）
理数系専門塾シーズ
（東京都町田市）

※敬称は省略させていただきます
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つらいときには 感謝を思い出す（起業家精神・人生を変えた言葉より）

独立 開業

新☆電脳ワールド

起業家
応援団！

H20/6/14.15

電脳大運動会 in 群馬県赤城山
梅雨の中休みで、
お天気にも恵まれ電
脳社員は日頃の運動
不足を吹き飛ばすべ
く、いざ赤城山へ！
今春入社のピカピカ
社員が組んでくれた
超ハードプログラム
を、各チームで挑み、
競い合い、汗を流し
ました！

狙いを定めて〜おりゃ〜っ！

☆激！プログラム☆
・入場行進
・開会の言葉
・選手宣誓
・ラジオ体操
・気合の一言
１．徒競走（50m）５レース
２．玉入れ（全６試合）
３．スウェーデンリレー
〜昼休み〜

オーエス！オーエス！

いちについてーよーい、ドン！

賞品もらっちゃった〜！

優勝チームです（*^-^*/

４．綱引き（全６試合）
５．スプーンリレー
６．遠投
７．パン食い競争
８．障害物リレー
９．球技
10．全員リレー（約100ｍ）
11．閉会式

☆社長ブログ6月16日にも掲載中
⇒ http://blog.oaland.jp/

電脳読書くらぶ
最近の

新刊

人生は勉強より
「世渡り力」だ！

著 者：岡野雅行
出版社：青春出版
発 行：2008年6月
「刺しても痛くない注射針」の開発
で注目を浴び、ここ数年メディアで
引っ張りだことなっていた金型・プ
レス加工メーカー、岡野工業社長の
仕事道凝縮本。
ここでの「世渡り力」は、俗にい
う「世渡り上手」というような、時
代時代に都合のいい方へと流れてい
く意味ではない。確実な技術と仕事
をできるまでやり通す根性、そして
誰もやっていない事 に俄然挑戦
したくなる負けん気。これらを活か

す情報源作り・コミュニケーション
力であるのが「世渡り力」だ。
「金は天下の回りもの」、商売の一
番のポイントは、他人を儲けさせる
事だと言う。お金は回るから、また
戻ってくるのである。他人を儲けさ
せる＝幸せにするという事にも繋が
る。義理と人情を欠かさず、筋を通
し、言う事は言う。大会社とも互角
な立場でやりあう。自らの仕事に自
信と覚悟があればこその「世渡り」
だ。
多くの人は、狭い社会に生き、明
日も今日と変わらない日が来ると思
っている。そんな中で新しい事に挑
戦するのはなかなか覚悟がなければ
できない。そして何をやりたいのか
戦略を持っているかどうか。現在は、
本業より講演その他に忙しい岡野氏
に「世渡り力」すなわち人間力を、
改めて教えられたような気がする。

不可能と思っていることのほとんどが 挑戦したことのないこと（起業家精神・人生を変えた言葉より）

いい本

発見

本は同時に
10冊読め！

著 者：成毛 眞
出版社：三笠書房
発 行：2008年1月
読書は量がモノを言う！読書とは過
去と未来を読み解くための道具であ
る。読書をしない人には、今現在し
か見えない。思考力も想像力も決断
力も、柔軟性も将来性もすべて読書
によって養われる。読書をしない人
はサルである。ここまで言われたなら
「超並列」読書術とやらで10冊でも20
冊でも読んでやろうじゃないかっ！と
読書嫌いの方でも、読書家の方でも
一度、ご購読あれ。生きるヒントは常
に過去の記録の中に在る！
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電脳・起業家USER紹介 Part1

起業家
応援団！

有限会社イポナコロジー（位相差顕微鏡と健康機器の開発・販売業）

位相差顕微鏡と健康機器で、
皆様の健康に貢献したい
当社は、位相差顕微鏡の販売会

細菌やウィルスを死滅させて身体

社として2000年に設立しました。位

を守ってくれる役割を持つ一方、増

相差顕微鏡というのは、血液や細

えすぎると身体の細胞を傷つけま

菌など普通の顕微鏡では染色しな

す。癌や、心臓疾患、アレルギーな

ければ見られないものを、染色せ

ど活性酸素があらゆる病気に関与

ずに生きた状態で観察できる顕微

していると言われています。そして、

鏡です。また、接眼レンズを覗く顕

現代社会では、大気汚染や農薬、

微鏡ではなく、テレビやパソコンの

紫外線、ストレスなどの影響で、活

画面上で見られるようにしました。

性酸素が激増しているのです。

主なユーザーは、病院、歯科医

そして、活性酸素に対抗できる食

院、研究所、大学、高校、小中学校、

品や機器はないだろうかと探して

食品会社、健康産業などです。特

いたときに、健康機器エアナジーを

に歯科医院での需要が増えてい

知りました。ドイツ製の体内から活

て、患者の歯垢を取って歯周病菌

性酸素を除去する機器で、肺から

をテレビ画面に映し出します。初め

空気を吸収するために、サプリメン

て見た患者には衝撃の映像です。

トよりも素早く高い効果が得られま

口の中に沢山の菌がいるのですか

す。体験した多くの人からも高い評

ら。そして、患者の「しっかり治療

価を得ており、今年から輸入販売

しよう」
という動機付けに役立って

を始めました。

います。
また、血液観察では、活性酸素

社にお立ち寄りください。位相差顕
微鏡で血液や歯周病菌を見たり、

けます。肺から体内に取り込まれ

エアナジーを試用したりと、貴重な

た酸素の内、約2％が活性酸素に

体験ができますよ。

電脳かわら版 Vol.21

TEL：03-5765-6281、6282
FAX：03-5765-6286
Mail：info@ipona.biz
URL：位相差顕微鏡 http://ipona.biz/
エアナジー http://ipona-airnergy.biz/
設立：2000年3月
社名の由来：「イポナ」
は南米インディオ
のグァラニー族の言葉で「良い」
と
か「素晴らしい」という意味です。
それに、
「環境」
を意味する
「エコロ
ジー」を掛け合わせた造語です。
代表者の石崎が、かつて南米移民
を体験したことに由来しています。

Q1 なぜ、起業したのですか？
12回転職を繰り返しましたが、やはり
社長になりたくて会社を起こしました。
Q2 座右の銘を教えてください
負けてたまるか！
Q3 今後の夢や目標は？
位相差顕微鏡を世界中に輸出すること
と、素晴らしい後継者を育てることです。

なるといわれています。活性酸素は

10

代表取締役社長 石崎 英夫
〒108-0014
東京都港区芝 5-14-2 鈴木ビル2F

お近くにいらした際には、ぜひ当

に障害を受けた赤血球をよく見か

社長石崎（左）と
エアナジー社役員ビエルター氏（右）

有限会社イポナコロジー

位相差顕微鏡と拡大された正常な赤血球と
白血球

健康機器エアナジープラス

どうしてもうまくいかない時 信じるのは 自分（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！

株式会社ノスク（ITサービス業）

社内での「コンピュータの困った」を
解決するお手伝いを！！
中学時代にすばらしい先生と出

作ってみたいと、初めに思ったのが

会い、同じように子たちにも人生の

10年前。その頃、実際にコンサルタ

転機となるきっかけを与えられる教

ントの先生にご相談したことがあり

員を目指しました。もともとは理数系

ますが、そのまま始めると失敗する

のことが好きで、幼少期からパソコ

とご忠告を頂きました。当然資金面

ンで遊ぶこともあり、デジタル機器に

も経験も足りませんから、その時に

非常に興味を持っていました。

始めなくて良かったと思います。

大学時代は、教員を目指す傍ら、

実際に会社を作ってみた感想は、

地元の少年団の指導員（継続中）、

予想よりいろんな事をしたり、考え

日本民謡研究会、環境問題を研究

たりすることが多いと言うことです。

する団体などに所属しました。

決して社長という仕事が楽だと思っ

大学卒業後は、やはりコンピュー

ていませんでしたが、いろんな雑用

タに興味があり、ソフトウェア開発会

もあるし、何より資金繰りなどを考え

社に10年以上勤務し、営業のイロ

るとはやり大変だと痛感します。そ

ハの蓄積と、コンピュータに対する現

して、今までいろんな宣伝広告は、

場ニーズの多様さを目の当たりにす

会社が考え、会社が費用を出してく

ることが多かったです。

れましたが自分の会社となると、そ

その後、諸事情で、この冊子の発
行元である電脳株式会社にお世話

れも自ら考え、自ら費用を出す必要
があります。

になり、たくさんの起業家と出会うこ

社長になって良かったことは、い

とになりました。多種多様なサービ

ろんな方と出会い、いろんな情報交

ス商品があり、覚えることは大変で

換がダイレクトにできるということで

した。しかし、たくさんの商品やサ

す。ご支援、ご協力頂いている経営

ービスメニューを提供できるからこ

者様や会社様に、非常に感謝して

そ、とてもやりがいがあり、お客様の

おります。

笑顔を見ることができ、とても嬉しか
ったです。

株式会社ノスク（NOSC inc.)
代表取締役 鈴木 幸浩
埼玉本社住所
〒353-0005
埼玉県志木市幸町3-4-4-930
シーズウィッシュ志木
TEL：048-487-4888
FAX：048-487-4883

東京本部住所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋4-23-17
田村ビル6F
TEL：03-5953-8886
FAX：03-5953-8862
Mail：info@nosc.co.jp
URL：http://www.nosc.co.jp
設立：2008年2月１日
簡単なプロフィール：
中小企業・SOHO・個人事業主の
方の為の、
「町医者」
「主治医」的
な存在の会社です。オフィスのコ
ンピュータやシステムの管理代行
業務・新品中古のオフィス機器・
家具のコーディネート・輸入商品
で格安のノベルティグッズ作成

最後に弊社の主な業務内容を簡
単にご紹介します。社内にコンピ

今までの営業人生の中で、担当

ュータの専任者を雇う会社は少な

したお客様のお手伝いをする事を

いです。そこで、弊社がパソコン

通して、いろんなニーズがあり、その

の設定やトラブルを解決するお手

ニーズを全て満たすサービスを提

伝いをします。是非お気軽にご相

供することはとても困難だと感じて

談ください。

います。
それを総合的に解決する会社を

問題はなくならない 問題に挑む勇気があればいい（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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起業家プラザ

第8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6月11日
（水） 15：00〜

於）関東ITソフトウェア健保会館

■お題：
「９敗１勝の中から見つけた小さな、小さな『幸せの神様』
」
■講師：電脳株式会社 代表取締役 室井 亨 氏
「９敗１勝の中から見つけた小
さな、小さな『幸せの神様』」講
演会及び交流会にご参加いただ
き、ありがとうございました。
起業家応援団として活動を行っ
ている中、自らが起業してから、
23年が経過。理想と現実のギャッ
プから始まった実体験に基いた成
功談や失敗談の数々。今だからこ
そ解ったお金の使い方、活躍する

※次回の異業種交流会の日程は未
定ですが、決まり次第お知らせ
いたします。

人材の見抜き方、
社員満足度を求め
る事で達成できた
新卒離職率５年間
０人の極意から、
自分自身の高め方
など、多くの方々と触れあい、助
けられながら培った考え方を、自
分流の幸せの方程式として心をこ
めてお話をしていただきました。

今回、新たに参加していただいた企業・個人の皆様
・ビューティセンターリリー様

・合同会社さゆり 様

・㈱ケーアイネットワーク 様

・山川法律事務所 様

どうしても うまくいかない時
信じるのは 自分

本のプレゼント
今回のプレゼントは、
「OFFICE計画四谷店オープン」記念に、先日講演して
いただきました保険マンモス株式会社の古川徹氏の本を３名様にプレゼン
トいたします（DVD付き）。たくさんの方のご応募をお待ちしております。
「アナタの保険、見直せば500万円安くなる」
（DVD付き）
著 者：古川 徹
出版社：扶桑社
発 行：2008/4/4
コメント：この本を読んだら、絶対に自分の保険証券を見ないでは
いられなくなります。焦ります。誰かに頼りたくなります。
大変高額な商品の買い物なので、面倒くさがらずに是非
とも確認しておきましょう。そして、この事を誰かに伝え
たい！そんな気持ちにさせられる本です。
ご応募は編集部まで

FAX：04-2922-5424

e-mail：info@oaland.jp

◆◆◆ 前回プレゼント当選者の発表 ◆◆◆
◎ユニオンテック㈱ k・k 様 ◎MKテクノ㈱ M 様 ◎ライズホーム㈱ U 様

◆いや〜「OFFICE計画四谷」オープンしましたね。こちらには大きな書棚があり、
電脳図書館を兼ねています！社長のオススメ本をはじめ、ベストセラーや歴史的な
ものまで続々と増えていきます。いつでもどうぞ！
【かわら子】
◆前号でもお知らせしましたが、有限会社ディズウィットのホームページが完成し
ております。
「我が社もかわら版を作りたい」
「パンフレットを作りたい」などなど、
お気軽にお問い合わせください。 URL http://www.dix-huit.net
【Dix-Huit】
電脳かわら版 Vol.21

『他店舗に差をつけろ！』
激安のコピー・複合機・オ
フィス家具を店内ところ狭
しと並べてあります。
倉庫直行便として毎日ブロ
グにもお宝掲載中！是非宝
探しに来てください！

独立 開業

起業家
応援団！

http://www.kaisetsu.jp/
電脳かわら版Vol.21（2008年7月発行）

□■編集後記■□
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OAランド両国店
リニューアルオープン！

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 http://www.dix-huit.net

危機感でやる気にさせるより 夢でわくわくさせる（起業家精神・人生を変えた言葉より）

