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！─

人間が作り出した203.65ｍの都心の山、
「モード学園コクーンタワー」

Be daring!
（勇気をもって）

自分の足でしか登り立つことのできない2,000ｍ級の山、
「乾徳山」

写真は、ブログ「OAランド社長日記」から。たくさんの写真や日記を好評更新中！ http://blog.oaland.jp/
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「幸せの神様 3」起業編

＿

Toru Muroi
今、目標もなく、向上心もなく、

何かを成し遂げるためには、その

ただただ流れる時間にまかせ、

目標をよく研究する必要がある

「あなたの魅力を演出する
ちょっとしたヒント」

今の楽しみを優先している人は
将来の幸せを借金している

演出家、鴻上尚史氏の

何かを成し遂げるためには

を読んで研究すればいい

ある期間、犠牲にしなければ
である

ならないものがある

今、自分の人生の目標をしっかり

プライベートの楽しい時間、

持ち、向上心を持って努力するこ

プライベートで楽しむお金

さと、忍耐力の中で得た経験は

だったら、日曜日の
サンデーモーニングを

と、またその苦労も厭わない勇敢
また、色々な人と出会い、

注意深く観察すればいい

じっくり観察することも大切
となる

論客たちが、他の人の話に耳を傾
失敗した人、

最近、

け、一所懸命ペンを走らせている

失敗しようとしている人

半世紀以上生きてきて

プロだからこそ

遅まきながら気づいたことが

成功しようとしている人、

たくさんある

成功の頂きにいる人

しっかりメモをとっている
あなたはしっかり、人の話を聞き

世の賢者はそんなに時間を要さな

そして自分だったらと想像し、

一所懸命メモを取り、自分が話す

くても、既に気づいていることば

その経過を注意深く観察し

時のために準備しているだろうか

かりだと思う

最後の結末をしっかり確認する
そのための事前の学習は

自分の3年後、5年後の将来像が

そのひとつひとつが

見えるか？

大きな無償の経験

私的なこと、仕事のこと

3年後、5年後の目標とする

を具現化するために

将来像に近づくために、自分に

必要な情報は収集しているの？

してきているの？
自分が目指すべき3年後の将来像

見えなければ当然、そこに近づく

足りないものが何かを認識する

べき術も見えないはず

自分のビジネスを高めるため、
例えば

見えるからこそ、

自分はどうなりたいか
頭の栄養、心の栄養をつけるため

どうしたら近づけるだろうと考え

読書をしているの？

そこまでの距離と大きさと重さと

だったら、人前で話す機会を沢山、

色を知る

自ら作ればいい

その本から何を得たいかを
意識して本の選択はしているの？

2

そして辿りつくための

もっと人の心を引き付け、

具体的方法を考え、列挙する

魅力的なトークをしたかったら
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時間の限りを感じ、たくさんの本

できなかったとしても そこに後悔はない 本気でやらなかったところに 後悔がある（起業家精神・人生を変えた言葉より）

独立 開業

Unlimited Power
を読むためには、

起業家
応援団！

新聞を開いて

寺田昌嗣氏の
「フォーカス・リーディング」を

「新聞一面、全国版広告って

読んで速読法を研究すればいい

凄い金額になるんだなー」

でも本を通じ著者の思索の跡をな
ぞっただけで「自分の頭」で考え
る作業を置き去りにしては意味は

じゃユーキャン、
「明日の広告をご覧下さい」は
年間何十億になるのだろう

なさない

考えているだろうか

どんな商売をしているのだろう

したければ、言葉はいらない
一緒に汗を流せばいい

食事の時、道を歩いている時でも
四六時中、目標達成の事を

そんなに投資しても儲かるって
社員の心を掴み、心をひとつに

風呂に入っても、布団の中でも、

真剣に取り組むって、そんなこと
広告を考えるなら
我が社の社員に

コーチングを一緒に学べばいい
コーチングを学ぶなら先ずは

テレビにもネット上にも

3年後の将来像を描き、

折込み広告にも

自分がそれに近づくために

そして街にもいたるところに

どんな努力しているか

沢山の広告が溢れている

15分で書いて下さいと言う

全てプロがつくった作品、

5分、10分、天を仰いで

「5000円のセミナー」

何か考えている様子

を受けてみる
ウィルビジョン株式会社
（泉一也氏）

ちょっとだけ味付けを変えて

http://www.willvision.jp/

目を瞑り、
会議室のテーブルに肘をつき

情報番組を見て

何かを絞りだそうとしている様子

電車に乗って
吊り広告、広告料は
いくら掛かるんだろう

テレビ東京の「カンブリア宮殿」
「WBSのとれたま」等
他局での数々の放送を見て、

「へー、山手線の広告って、
ひと月何百万もかかるんだ」

3分前と知らせる
何も出せない、何も書けない
自分自身に口惜しい様子

感心して見ているだけじゃ
ないだろうか

私でも15分じゃ書けない
15分前から考え始めたのでは

車窓からの風景を見て

テレビの前でノートを片手に
聞いて見ているだろうか

ビルから下がる垂れ幕や

発明でもそう
その問題に対して常に

ビルの天辺に掛かる看板を見て

そして明日会社へ行ったら

何を思うだろう

早速実行してみようと

何かいい手立てはないかな？」

実際、行動に移しているだろうか

と考え、

大切なことは やってきたことよりも そこから得たこと（起業家精神・人生を変えた言葉より）

「何かいい方法はないかな？
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Unlimited Power
目の前を過ぎるものに

心から、お客様のために

問題意識をもって注意深く観察し、

何ができるかを考えなければ

努力するから答えが見つかる

会社の成長はありえない
ということ
全てにおいて
相手の立場にたつことが
結果、沢山のファンを作り

あなたは目の前を通り過ぎる

自分も成長させていただける

色々なことに

ということ

「凄いなあ〜」
「カッコイイなあ」

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。夢の実現の
為にも、より多くの本を読みま
しょう。

幸せを目指すなら

「きれいだな」
「ひどいな」と

一所懸命 でないと近づけない

フォーカス・リーディング

驚いたり、
感心したりしているだろうか

著 者：寺田昌嗣 著
出版社：PHP研究所（2008/8/1/発行）
価 格：￥1,155（税込）

または感心だけで

読書で本当に考え
なければならない
のは、
【目的】
を達成
すること。
この本は、
目的を見失わない
読書を追い求める
ための速読術を活
用する為の本である。努力次第で
誰でも確実に身に付けられる速読
術を身に付けよう。

人は誰でも、

終わってないだろうか

幸福になる資格があり、
早く気づくって大切ですね

幸福を掴むかどうかは自分次第

早く気付けば
（勇気をもって）

今までの何倍もの速度で
自分は成長できたかも知れない
回り道をしないで済んだことが

終わりに *************************

沢山あるかも知れない

文中の「あなた」はここまでの不甲斐な
い自分自身。そしてこれから成長を目指

半世紀を生きて、恥ずかしいかな

す読者が私のような無駄な時間を費やさ

沢山の事に気づいている

ないための（現在もまだまだ未完成な私

現在進行形・・・

からの）メッセージと思って頂ければ幸
いです。

心から感謝すること
家族・友人・先輩・社員・
仕事でのここまで支えて下さった
多くの方に…
勿論、仕事を通しての
人生の在り方も、
金儲けにだけに固執していては、
会社は成長しない
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起業して24年、山あり谷ありの悪戦苦闘日
記、そんな中で「ふっと」見つける、人と
の触れ合いと人情、自然との触れ合い、教
訓、心のままに綴ります。

「感性」のマーケティング
著 者：小阪裕司 著
出版社：PHPビジネス新書
（2006/11/18発行）
価 格：￥840（税込）

どんな商品でも、
どんな立地でも、
あなたの思い通り
に「売上げを創る」
ことは可能だとい
う一冊。合理的な
行動ではなく、人
間的なコミニュケーションから売
上げが伸びる。具体的な事例とし
てRitz-Carltonやアップルや再春
館製薬、ヤフオクや町のちいさな
酒屋などの紹介。

動く人は 今できる小さなことからやっている 動かない人は 名案を探している（起業家精神・人生を変えた言葉より）

独立 開業

起業家
応援団！

創立おめでとうございます！
事業成功に向けて、いっそうの躍進をお祈りいたします！
今回は20年6月〜9月の4ヶ月に渡っての創立ユーザー様のご紹介です。

㈱イービルド（東京都練馬区）

㈱リメディア（東京都中央区）

㈱東海日動パートナーズ・ノースワン
（東京都練馬区） ㈱コンタクト
（東京都中央区）
田中税理会計事務所（東京都練馬区）

エクスクルーシブ㈱（神奈川県横浜市）

㈱ハウジングリサーチ（東京都練馬区）
㈱リサユー（東京都渋谷区）
㈱アツケン（埼玉県新座市）

㈱パーソナルエフシェンシー（千葉県柏市）

市川商事㈱（埼玉県東松山市）

㈱HAND＆FOOT（神奈川県横浜市）

㈱セイコー（東京都練馬区）
㈱シンギジャパン（東京都品川区）
グローバルマネジメントジャパン㈱
（東京都新宿区） ㈱THE dejirise（東京都港区）
㈱応対品質研究所（東京都豊島区）
城北不動産㈱（東京都練馬区）
㈱スタリオン（東京都豊島区）

㈱Ido（東京都渋谷区）

㈱トラストホーム
（東京都練馬区）

㈱ブリリアント
（東京都新宿区）

㈱アズハウジング（東京都新宿区）

アイサーク㈱（東京都品川区）

㈱フェイスロック
（東京都板橋区）
㈱光国（東京都台東区）
㈱SACサービス
（東京都羽村市）
にぎり長次郎

武蔵藤沢店（埼玉県入間市）

㈱キャラメルマジック
（東京都文京区）

タウン通信（埼玉県所沢市）

㈱エグザクソン（東京都品川区）

㈱ラスティング・パートナーズ
（東京都武蔵野市）

㈱四間堂（支店）
（東京都江戸川区）
㈱プレアデス
（東京都中央区）
㈱BLISS（東京都新宿区）

株式会社サクシード（宮城県仙台市）

㈱ネクスト・コーポレーション（千葉県山武郡）
天満興業㈱（神奈川県横浜市）
㈱スターホーム
（東京都大田区）

※敬称は省略させていただきます。
この情報誌は、商用サイト『OAランド』ホームページ上でも閲覧できるようになっておりますのでご了承下さい。

相手を変えるより 自分が大きくなる（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
応援団！

ニンニン鈴木の

第７回

株式会社ニンニンドットコム
読者のみなさん、コンニチワン
U^ェ^U！ すっかり肌寒い季節に
なりましたが風邪など引いていま
せんか？
秋といえばスポーツの秋、最近、

れば、
「転職

年収1000万」
と入力

して年収を基準に探していたり、
「●●レンタル

無料」と入力して

をクリックされて、その料金を基準に
判断されてしまっているのが現実で
すから、そもそもそのページをお客さ
んは読んでいないのです。WEBサ

無料 を選択基準に探したりして

イトで商売をする時に大事なことは、

マラソン大会に出ることも多い僕で

いるのです。つまり、インターネット

訪問者を、
サイトに訪れてからお申込

すが、僕の場合、マラソンといえば、

でサービスを探す人というのは、そ

みや購入ボタンまでの最終到達地

やはり最後の3kmくらいが勝負どこ

の選択基準が明確で、
あらかじめそ

点までを導線としてつなぎきること

ろ。この勝負どころの3kmをどうい

の基準を満たすものだけを検索結

です。そのためには、導線上に強み

う状態で迎えられるかが最後のタ

果として表示させようとしています。

などの説得材料や、次のクリックを

そして、そんな選択基準の代表的

促すメリットをちりばめて先に進んで

イムにすごく影響を受けるのです。
残りの3kmを気持ちよく迎えられる

なものが料金です。サービス内容にも

のか、すでに体力を使い果たして

よるのでしょうが、基本的にお客様は

ギリギリで迎えるのか。さて、今日
はそんな勝負どころのお話です。

「得」
して
「楽」
をしたいものなのです。

もらわなければいけません。
今回の日用品のレンタル会社の場
合は、まずはキャンペーン情報でお

さて、今回の日用品のレンタル会

得感を出し、そのクリック先を料金

今回の依頼は、日用品のレンタル

社のWEBサイト。確かに機能と質の

ページにしたうえで、その会社の強

をサービスとしている某社。日用品

部分で他社よりも圧倒的に強く、ほ

みである高品質のアピール部分を

のレンタルをして、その消耗品部分

んの数百円の違いなど気にもならな

そのページからスムーズに閲覧で

の購入がこの会社の売上げとなる

いほどの強さがあるというのはわか

きるように配置することにしました。

のですが、同業他社の製品に比べ

ります。しかし、実際にWEBサイトに

きっと、今まで、料金のみの判断で

高機能と高品質が強みです。その

訪れる人は、そんなWEB上に溢れ

素通りさせてしまっていた訪問者の

分レンタル料が他よりも高いのが気

る膨大な情報の中からより
「得」
なも

何人かは、確実にその先の導線へ

になるところですが、そんな会社の、

のを探そうとしている人ですから、お

進んでくれることでしょう。

関西弁を話す強気の社長は、価格

そらくそのWEBサイトにたどり着いた

が少々高くても、
「うちは価格で勝負

ら、まずはかなりの確率で、
「料金」

はしない！」
「他社とは質が違う！」

と書かれているボタンをクリックす

とその機能と質に自信満々の様子

るでしょう。料金のページには、あた

り道にありますか？」

です。しかしながら、そんな社長の

りまえですが料金についてしか書か

では、また次回(^0^)/˜˜

自信とは裏腹になかなか申し込み

れていません。そして、この会社が圧

は伸びていないようです。

倒的に自信を持っている高品質であ

さて、将来のお客様になり得る

る強みや、そのサービスを利用して

WEBサイトの訪問者が、インターネ

いる人たちの満足の声などは、お決

ットでサービスを探す場合、サービ

まりの「私たちが選ばれる理由」
と題

スそのものを探すというよりも、
「ど

して別のページになっています。

の会社のサービスを利用しようか」
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例えば、求人情報を探す人であ

鈴木 忍

どんなに圧倒的な強みが他にあ

と、その選択基準を探している場

り、当社は「料金なんかでは勝負し

合が多いものです。

ない」
と言っても、いきなり料金ボタン

電脳かわら版 Vol.22

最後に、今回の一言。
「あなたの勝負どころは、お客様の通

株式会社ニンニンドットコム
代表：鈴木 忍
www.nin2.com
TEL 03-5229-8190
10：00〜19：00（土日祝日除く）

「夢をあきらめない」「失敗を糧にする」「まずは、私がやる」（起業家精神・人生を変えた言葉より）

独立 開業

起業家
応援団！

こんにちは。ヒューマンフィー

金を投入できず結局、後発の大手

ルドの柏木と申します。当社は、

企業にマーケットを持っていかれ

法人営業に特化した、テレマーケ

たケースもございました。なんと

ティングを用いた営業支援事業を

も非常にもったいないことです。

おこなっています。具体的には、

多くの商品のライフサイクルが

アポ取り、セミナー集客、既存顧

成熟期を越えてきたことや、イン

客フォロー、マーケットリサーチ

ターネットによって情報の取得が

等の電話アプローチを、当社コー

簡単にできる現在において「営業」

ルセンターにて代行支援いたしま

の重要度はより増してきていま

す。

す。そして、One to Oneのコミュ

一番依頼が多いケースは、新規

ニケーションツールとしてのテレ

の顧客開拓シーンにおける、アポ

マーケティングがいま再び脚光を

イントの設定。いわゆる「テレア

浴びています。

ポ」です。何か新しい商品・サー

ヒューマンフィールドでは、営

ビスをリリースした際や、創業間

業部門の活性化、業績向上をサポ

もない企業様にとって新規の顧客

ートし、事業の発展を支援いたし

開拓は重要な課題のひとつです。

ます。そして、日本全国の営業上

営業マンにとって、苦痛やストレ

でお困りの企業様を支援し、景気

スの原因となる新規開拓部分をア

後退ぎみの昨今の日本経済を元気

ウトソーシングすることにより、

にさせていきたいという想いの

営業マンはより重要な商談や提案

元、日々取り組んでまいります。

に時間を費やすことができ、営業

どうぞヒューマンフィールドを宜

全体の生産性を向上させることが

しくお願いいたします。

できるのです。
IT系の企業様でよくあるケース
として、大変すばらしい商品（シ
ステム）や技術力を保有されてい
る企業様なのですが、営業力が弱
いことで、その商品や技術は日の
目をみずに終わってしまったケー
スですとか、いいモノを作れば自
然と売れていくと思っていらっし
ゃる経営者様で、開発費に莫大な
資金を投入してしまい、拡販に資

夢探し 何がしたいかよりも 何を大切にしたいか（起業家精神・人生を変えた言葉より）

代表取締役 柏木 悟
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-26-11
成子坂ハイツ7F
TEL：03-5324-0770
FAX：03-5324-0771
Mail：info@humanfield.co.jp
URL：http://www.humanfield.co.jp/
設立：2008年4月25日
社名の由来：人（ヒューマン）が成長し、
ウキウキワクワクできる環境や
場所（フィールド）を創造して
いくことが何よりも重要である
との考えから、ヒューマンフィ
ールドは生まれました。
Q1 なぜ、起業したのですか？
元々いつかは会社経営にチャレンジ
したいという想いがあり、サラリー
マン時代は自分が社長になったら、
「ES（従業員満足）とCS（顧客満
足）を大切にする会社」にしたいと
イメージを温めていました。そして、
昨年12月に前職を退職したのを契機
に、創業を決意しました。
Q2 今後の夢や目標は？
BtoB（企業to企業）のアウトバウ
ンド（発信型）テレマーケティング
を、さらに突き詰め、深く掘り下げ
ていき、「BtoBのアウトバウンドな
らヒューマンフィールド」と言われ
るような企業にしたいと思っていま
す。そして、次のステップとして
「BtoB営業の支援」という大きなテ
ーマの中で、営業コンサルティング
の領域に幅を広げていきたいと考え
ています。
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当社はインターネット事業とドッ

ております。

板倉社長に聞きました

グカフェ事業の２つのドメインで運

当社同様のベンチャー企業様

営をしております。ドッグカフェは2

や、飲食店経営者様向けの、お得

店舗経営しており、本格的な料理

なお値段で提供するＷＥＢサイト制

元々はインターネット広告の代

が食べれる、飲めるをコンセプトに

作パッケージのプランや、ロゴデザ

理店であるサイバーエージェント

トリミングサロンを併設し、ペット

イン、名刺・ショップカードプランな

に約4年間、ＷＥＢプロデューサ

の飼い主様のためのお店づくりを

どもご用意しておりますので、ご興

ーとして従事しておりました。

しております。

味頂けましたら、お気軽にお尋ね

代理店のお仕事は、お客様のビ

インターネット事業は、ホームペ

下さい。また今後のビジネスパー

ジネスの問題解決のお手伝いが主

ージ制作をメインに展開しており

トナーとしてもお付き合い頂けれ

たるミッションなのですが、3年

企業のＰＣ／モバイルサイトの構築

ばと思います。

ほど続けているうちに、人のビジ

なぜ、起業したのですか？

を行っております。ＷＥＢサイトの

インターネット事業では、自社サ

ネスではなく、自分のビジネスを

戦略立案から設計・制作、デザイ

イトも運営しており、ブリーダー、

やりたいと強く思うようになりま

ン、そして運用更新まで、ＰＣ／モ

卸店の情報と直結した在庫レス情

した。

バイル共にＷＥＢサイトの構築に関

報提供のシステムを導入していま

する上流工程から下流工程まです

す。CAFE&DINING marru犬のく

べての業務をカバーしています。

らし店でタッチパネルを設置し、

今後の夢や目標を聞かせて下さい。
会社を設立してまだ1年足らず

同システムで販売すると共にインタ

です。まだまだ若輩ベンチャーな

て、クライアント様と共に、ゴール

ーネット上でも販売しております。

ので、少ない人員で毎日頑張って

への共通認識を育て、それを具体

■犬のくらし子犬情報サイト
http://www.marru.com/wanko/
dogcat.html

いる状況です。

一歩踏み込んだパートナーとし

的な形にしていきます。常に同じ
経営者視点で、いかに予算を抑え、
クオリティの高いものを提供する
か、そして目的を達成する設計に
するかを考え、ご提案させて頂い

■フレンチブルドッグ専門子犬
情報サイト「フレブルライフ」
http://www.marru.com/french/
index.html
組織として社会に存在するので

まず最初の目標は社員満足度の
高い環境づくりです。これは半年
以内には実現したいと考えてます。
また運営している店舗では、犬
と楽しめる生演奏コンサートを開
催し、ピアノやヴァイオリン、チ

あれば、 必ず人の社会の役に立
つこと そして 新しい価値・感動
の創造にチャレンジする組織であ
り続けること を理念としてます。
社員一丸となって常に新しい価
値の創造にチャレンジしてまいりま
すので、今後のマール・コミュニケ
ーションズに、是非ご期待下さい。
8
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子供は転びながら 歩き方を覚える 大人は失敗しながら 生き方を覚える（起業家精神・人生を変えた言葉より）

独立 開業

起業家
応援団！

ェロ奏者などによる本格的なコン
サートをしております。通常「生
演奏とペット」は、タブーな組み
合わせです。が、当社の店では楽
しめてしまう、そんな新しい仕組
みや価値を提案しております。
これからもどんどん新しい試みを
続けていきたいと考えております。
夢はまずは全国のペットを飼わ
れているオーナーさんにマールを
知って頂くこと。
マールの商品なら安心・安全
マールのダイニングなら家族連
れで楽しめる
と理解される会社にしたいです。
新しい価値の創造をしながら、
「オーナーさんの犬とのくらし」
全てをサポートをしたいです。

代表取締役 板倉 典子
〒157-0062
東京都世田谷区南烏山4-27-8
TEL：03-3307-7364
FAX：03-5313-5321
Mail：marru2@marru.com
URL：http://www.marru.co.jp/（会社）
http://www.marru.com/ （店舗）
設立：2007年9月7日 （会社）
2004年4月20日（店舗）
社名の由来：マールは、
「縁」
「丸い」と
いう意味を込めて、2004年に立
ち上げたドッグカフェの店舗名と
して作りました。 マールを通じて
人（ワンちゃん）
と人（ワンちゃん）
が繋がる 社名にはそんな意味
がこめられてます。
沿革：2004年
CAFE&DINING marru 開業
2006年
CAFE&DINING marru
犬のくらし店 開業
2007年
株式会社マール・コミュニケー
ションズ 設立

人類60億人 出会いは奇跡（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！

作文コンクール入賞作品紹介
この夏に、社内で「作文コンクール」なるものを開催いたしました。社員の中
には、学校を卒業してから「作文」なんて書く機会が無かった人も多いと思い
ましたが、皆さん様々な形式で、様々な思いを綴り、応募してくれました。
その中から、入賞した面白い作文をご紹介します。
（2008夏）

10
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大輪の 夜空見上げて 子と二人（Minoru・T）

独立 開業

起業家
応援団！

話題のTVドラマにOAランド！
日本全国、2008年秋から始まった新ドラマにも『OAランド』
が機材提供（コピー機）をさせていただいてます！ドラマレンタ
ル部門より、 こんなところにOAランド のTV番組をちょこっ
とご紹介しちゃいましょう。それにしても、ドラマ作りにはたく
さんの会社が携わっていますね。 ☆〜☆〜☆
「チームバチスタの栄光」

当社のコピー機は
こんなドラマの中でも
活躍しています！
OAランドのコピー機、
探してみて下さいね

ドラマレンタル担当の
タカハシです

「セレブと貧民太郎」

毎週火曜日夜10時より
（フジテレビジョン）

毎週火曜日夜9時より
（フジテレビジョン）

犯人は原作と違うらしい が謳い文句のこの番組。
原作は、
『このミステリーがすごい!』大賞を受賞し
ている。

超セレブなお嬢様と、超ビンボーな青年！
出会うはずのない女と男のバタバタストーリー。

＜主な出演者＞
伊藤淳史・仲村トオル・釈由美子・
城田優・伊原剛志 etc.
OAランドはどこにいる?!
舞台となる大学病院のカンファレ
ンスルームや研究室に設置されて
いるらしい

＜主な出演者＞
上戸彩・上地雄輔・三浦理恵子 etc.
OAランドはどこにいる?!
ホテル王の娘、アリス（上戸
彩）が社長を務める会社に設
置されているらしい

最近の

新刊

著 者：宇津木妙子
出版社：文春新書
発 行：2008年10月
価 格：740円（税別）

北京オリンピックが終わって
早2ヶ月。やっと出たか！と思
う一冊が出た。
シドニーで銀メダル、またた
く間に持ち上げられ、アテネで
銅、手の平を返すように責めら
れた元日本代表監督の宇津木妙
子。そして今年、悲願の金メダ
ル獲得の瞬間を放送席から参戦
し、今にもグランドにおりて行

きたいのではないかと視聴者に
も感じられる程、心と気合の入
った解説は、感動を2倍にして
くれた放送であったに違いな
い。そんな著者の過去ソフトボ
ール界に携わった集大成の本書
である。
著者自身、エリートスポーツ
選手ではなかったが、実業団に
所属し、結果がすべての企業ス
ポーツの厳しさ、世間の厳しさ
を経験し、すべて結果が伴わな
ければ、明日はないと叩き込ま
れてきた。「不満は結果を出し
て変える」という鬼監督・宇津
木スタイルを貫いている。ソフ
トボールという団体競技を通し

家族に尽くせる人は すべての人に尽くせる（起業家精神・人生を変えた言葉より）

て常に人間の絆を考えながら指
揮をとる。
この本は、ただの感動スポ根
ストーリーではない。是非、リ
ーダー不在に悩んでいる団体か
ら企業の方まで読んでいただき
たいと思う。ただ、ただ繊細で
覚悟あるリーダーシップを感じ
る一冊である。
【宇津木妙子】
97年より日本代表監督に就
任。オリンピックではシド
ニー大会で銀メダル、アテ
ネ大会で銅メダル。世界選
手権は98年銅メダル、02年
銀メダル。02年アジア大会
金メダル。代表監督として
臨んだすべての大会でメダ
ルを獲得した。
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各店舗には、
『起業家応援BOOK』がおいてあります。新規開業の
諸手続きから販売計画の仕方、流れ、銀行融資の受け方など、様々
な面からお手伝いいたします。
興味ある方、起業をお考えのかた、販売員にお気軽にお尋ね下さい。

私たち電脳グループ（OAランド・オフィス計画）
は、各店舗にて「緑
の募金箱」を設置し、文具売上金の一部を募金に、そして「防ごう地
球温暖化」をテーマに「CO2削減」に努めております。
また、
「チームマイナス6％」にも参加しており、社内をはじめ各店舗
でもエコロジーな活動に努めております。
みんなで止めよう温暖化！

Vol.22では、今年の夏に出版されて、発売6週間で8万部突破し
た寺田 昌嗣氏の速読技術の習得本を2名様にプレゼントいたしま
す。
（内容は本誌P4を参照）
読んでみたいのに、読書が苦手・続かないという方、もっともっ
と速読したい方、是非別紙アンケート用紙にて、こちらの本をゲッ
トして下さい！

独立 開業

「フォーカス・リーディング」
著 者：寺田 昌嗣
出版社：PHP研究所
発 行：2008年8月1日

起業家
応援団！

ご応募は編集部まで

http://www.kaisetsu.jp/

□■編集後記■□
◆今回の読書くらぶ、何というタイミングで宇津木さんの本が来た
ー!! という感じです。これを読んだら、じっとなんかしてられませ
ん!?「BackSoftball2016」応援しています！【かわら子】
◆とても気持ちの良い季節になりました。朝晩に気温が下がる日も増えてきました
ので、年末に向けて体調管理に気を付けましょう。しかし、プロ野球のクライマッ
クスシリーズっておもしろいですか？【Dix-Huit】
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おめでとうございます！
◎㈱シー・エフ・ネッツ T・I 様
◎富士石材 M・N 様
◎アリス㈱ K・I 様

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

疲れたら 休めばよい 休んだら 歩けばよい（起業家精神・人生を変えた言葉より）

