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
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起業家
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─ 平成21年、電脳が掲げる最大のミッション！─

鶴ヶ城

雪の鶴ヶ城

≫≫≫ 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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日本一幸せな会社

＿

Toru Muroi
日本一幸せな会社とはどんな会
社か考えてみた

・頑張って売らなくても安定し、
売り上げがあるビジネスモデル
とマーケティングをしっかり持

社員が幸せ、その家族も幸せ・

っている

お客様が幸せ・仕入先さんも幸

・場の空気が読め話をしたら内容

せ・社長も役員も幸せ・株主さん

を理解し直ぐ行動に起こしてく

も幸せ。

れる社員が沢山いる
・何事にも感動できる熱い社員が

・給料が高い

沢山いる

・遣り甲斐のある仕事をさせてく
れる

・同じ目標に向かって一緒に行動
してくれる社員が沢山いる

・努力をちゃんと見ていてくれ評
価してくれる

・企業価値が上がり一株当たりの
価値、配当が期待できる会社

・社内の人間関係がいい

・そこに在籍する社員とともに人

・年間を通して楽しいイベントが

生を楽しめる会社

ある
・将来に不安がない

ざっと思いついただけでも、そ

・購入して良かった

んな会社が日本一幸せな会社では

・接して気持ちの良い会社だ

ないだろうか？

・取引することにより会社の業績
が良くなった

そんな会社を私は創りたい！
！

・納入したりサービスの提供をす
る内に商量が増え利益をもたら
してくれる

そのためには在籍社員、新卒社

｢成功｣と「失敗」の法則
著 者：稲盛 和夫
出版社：致知出版社（2008/9/24）
価 格：1,000円（税別）

「人 生における『真
の成功』とは、この
世に生まれたときよ
り、少しでも美しく
善い 人 間とな るよ
う、その魂を高め、
浄め、磨き上げてい
くことにあると、私は信じている」
稲盛哲学のエッセンスが凝縮された
本書は、人生のバイブルとなる一冊。

員、募集社員も含めモチベーショ

・回収に不安がない

ンを高く持ち、覇気のある熱い社

・一緒にビジネスを展開していく

員の集合体を創ることが肝要。そ

うちの社長は、なぜ「ああ」なのか

して高い給料にするためにはそれ

著 者：石原
明
出版社：サンマーク出版
（2008/12/10）
価 格：1,400円（税別）

内に自社も繁栄していく

ぞれが自己啓発を惰らず、少数精
鋭で一人頭の生産性を上げ、一人
ひとりが会社が良くなるため、発
展するため積極的にアイデアをだ
し実行し、沢山の儲かるビジネス
モデルをつくりだしていける風土
創りが重要。
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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。
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ズバリ、御社の社長
を診 断します。
「目
先没頭型」
「 他者不
信型」
「振り回し型」
「振り回され型」
「リ
スク回避型」…。こ
れが分かれば会社
をソッコー軌道修正し、問題点を解決
し、さらにどんな世の中でもやってい
ける体力・人力が身に付く！

ほとんどのアイデアは 的外れだ しかし、そのアイデアを出す人が道を切り開く（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！
今回は平成20年の創立ユーザー様のご紹介です。

㈱ティーアールエス
（東京都東久留米市）

司法書士

㈱イービルド（東京都練馬区

波多野建築事務所（埼玉県入間市・5月）

10月）

渡辺事務所（東京都清瀬市・10月）

㈱K2（東京都西東京市・12月）

㈲アロー商事（東京都北区・8月）

東海ビジョンマーケティング㈱ 仙台支店
（宮城県仙台市・11月）

㈱ラヴェリタ
（東京都板橋区・10月）

㈱ビーフル（宮城県仙台市）

㈱ビューティバンク
（東京都豊島区

3月）

プリモ麻布十番クリニック
（東京都港区

9月）

㈱エヌ・ケイ・エス
（静岡県富士市）
大韓通運ジャパン㈱（大阪府大阪市）

㈱泉屋製菓総本舗（東京都板橋区）

阿部勉行政書士事務所（大阪府河内長野市）

HRS人材開発事業協同組合（東京都豊島区）

宮部・木坂法律事務所（宮城県仙台市）

㈱日商住販（埼玉県さいたま市）

たかはし塾（宮城県仙台市）

㈱ハーツ
（東京都台東区）
アルファ経営企画㈱（東京都三鷹市）
㈱紅藍（東京都杉並区）
NPO法人福祉経営研究会（東京都港区）
わこう法律事務所（埼玉県和光市）
五十嵐冬人建築設計事務所（東京都文京区）

㈱アズール（東京都中央区・11月）
ライブインテグレ㈱（ドックレストエルモ）
（千葉県市川市・10月）

㈱SDIコンサルティング（東京都品川区）

（福島正伸 語録より）

※カッコ内は、所在地と設立月 ※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。

他人に期待すると、不安になる 自分に期待すると、出番になる（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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練習は体を鍛える、苦労は心を鍛える（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８回

株式会社ニンニンドットコム

鈴木 忍

みます。なんとその確率はたったの

ットがあるような「誘い文句」か「次に

お元気ですかー(｀0´)/!! 2009年は

15%です。つまり、せっかく広告費用を

見たいもの」をイメージできるもののど

丑年ですね。私、鈴木は年男でござ

かけて来訪者を集めているのにも関

ちらかでなくてはいけません。訪問者

います。これくらいの歳になるとモー歳

わらず、85％の来訪者はどこもクリック

はクリックされる度に、より自社のサー

はとりたくないものですが、、本年モー

することなく他のサイトへ逃げてしまっ

ビスについて説得されていくのです。

よろしくお願いいたします。m(̲ ̲)m

ていたのです。

2009年第1号のこのコラム。皆様、

さて、今回の企業向けリサーチ会

今回は、企業向けリサーチ会社様

インターネットというのは、比較検索

社様のWEBサイト。適切なキーワード

からのご依頼です。企業が新規事業

が容易な世界です。クリック1つで世

で来訪されていることを考えると彼ら

へ参入したり、新商品の開発や販売、

の中の同業他社と比べられてしまいま

が見たいもの、見ることでメリットに感

新店舗の立ち上げなどを行う際に、マ

す。そんな中で自社が選ばれなければ

ーケティング活動に有効な情報をレポ

いけません。

ート提供するのがこの会社のサービス
です。

ずらりとお店が並んだ商店街。すべ
てのお店に入り口はあっても、本当に

じるものは市場リサーチレポートです。
「無料」という文字と、登録することで
レポートサンプルが見れるということ。
「無料登録にかかる時間」
とともに、登

あらゆる業種での豊富な実績と圧

自分が入りたいと思うお店というのは

録したらどうなるかを「イメージできる

倒的な低価格がウリのようで、自社の

すべてではありません。インターネット

登録後の画面イメージ」
を配置して、そ

サービスには絶対の自信を持っている

で検索されて、その検索結果に表示

れらがクリックしたら見れるとの説明

ようです。現在は特定のキーワードで

されるということはまさにこのような状

を来訪者の目に飛び込むように配置し

検索された際に、その検索エンジンの

態です。

ました。
あなたのサイトの目的が資料請求を

上位に表示させる
「リスティング広告」

入り口はあっても店内がどうなって

に費用をつぎ込み、集客数はまずまず

いるのかさっぱり分からないお店は、

もらうことであれば、資料そのものの

のようです。しかし、その来訪者が登

やはり入りづらいですし、入り口には

表紙画像。無料相談であれば相談員

録までいくケースは予想以上に少なく、

メニューがあり、どんなお客が入って

の写真。電話をもらいたければ電話で

費用対効果という面では満足していな

るのかも見えていて、どんな商品があ

受け付ける人の写真。

いのが現状です。
サイトの目的はそのレポートを購入

るのかも写真で紹介しているようなお
店は入りやすいものです。

いただく前段階としてユーザー登録を

検索エンジンから自社の商品やサ

してもらうこと。ちなみにユーザー登

ービス名で検索されてたどり着いたお

録は無料です。

客様というのは、社名や店名で検索さ

さて、今回の目的はユーザーを登録

れたわけではありませんからいわゆる

させることです。この目的が達成され

「初めて客」である可能性が高いので

るには、検索エンジンなどから訪れる

す。そんな来訪者に何を見せて 次を

訪問者をクリックさせながら、最終的

クリック させるのかというのは、先ほ

な入力フォームまで連れていき、実際

どの商店街のお店の考え方とまったく

に入力させるということです。

同じです。

WEBサイトの構成を考えるうえで大

クリックした先に何があるのかがわ

事なことは、いかに現在のページから

からないようでは、クリックする理由も

目的ページへ、次へ次へとクリックさ

わかりません。

せられるかなのです。
さて、今回のWEBサイト。まずはア

さらに、クリックされることがいかに
大事かを考えると、WEBサイト内での

クセス解析を使って来訪者がどれくら

リンク文字や、リンクバナーというのは、

い次のページへクリックしたかを見て

訪れた閲覧者にとってクリックするメリ

私たちが影響を受けているのは、環境よりも習慣である（起業家精神・人生を変えた言葉より）

そんな その先にある状況イメージを
載せる ことは飛躍的に目的の達成率
をあげるセオリーなのです。
最後に、今回の一言。
「その先のイメージがあなたの入り口
にはありますか？」
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 03-5229-8190
10：00〜19：00（土日祝日除く）
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入社して1年を振り返って
入社1年目の新人社員に、社会というコミュニ
ティに慣れてきたところで昨年の感想を綴っ
てもらいました。

営業部

黒部 照記（2008入社）

学生を卒業してから１年が経
とうとしています。社会に出て
大切だと感じたことは、「意識
する」ということです。物事の
意味を理解して行動する。また
自分の周りを流れる事物に気づ
く事です。

そこには好きや嫌いや義務や
欲求やその他多くの事柄が内含
され、出来事が時間のマス目に
区分けされ配置されているので
はなく、感情・思想の源泉とな
りえるものが重なり覆いかぶさ
っているように感じます。

学生の頃は、好きな事、嫌い
な事、やるべき事とやりたい事、
それらは当たり前にバラバラに
存在し、一意的でしかありませ
んでした。またそれぞれを別々
に許容するだけの時間も持って
いました。

一つ一つが絡まり合って自分
の生活を形成させていく。だか
らしっかり意識していないと必
要な事にも気づかずそのまま過
ぎていってしまう。考えずにこ
なしているだけだと、仕事の結
果だけでなく自分自身の中にも
何にも生み出す事ができないと
わかりました。

社会人になり、仕事をする時
間が一日の多くを占めるように
なりました。するとバラバラに
されてたものの境目はあまり意
味をなさなくなりました。仕事
の存在は、学生の時の勉強の代
わりというよりも、もっと子供
の頃、幼稚園児にとっての遊び
の存在のようです。
子供は遊ぶことが 仕事 と
いわれました。そのとき使われ
た 仕事 という言葉は、今思
い、そして考えてみると、work
（労働）ではなくrole（役割）
の意味に近いような気がしま
す。
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有名な、石切職人の話があり
ますが、同じ事をしていても意
識をしていなければ今やってい
ることへのやりがいも、それを
より良くする方法も、そして将
来の自分も何も見えません。
読んでいるとき、探している
とき、考えているとき、聞いて
いるとき、伝えるとき、感じる
とき。その時々の様々な要素、
自分の回りを流れるものを、そ
れらをきちんと意識する事。仕
事の中でも、そして自分の成長
のためにもそれが大切だと思い
ました。

学校で学ぶのは過去のこと、社会で学ぶのは未来のこと（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！

読者の皆様、こんにちは。

「社会に貢献できる人材を育て

株式会社専修と申します。

る」ため、企業理念である「努

当社は埼玉県東部と茨城県西部

力・集中・真剣のもとに地域に教

にて、主に教育関連の事業をして

育の輪を広げ、学力向上の重要性

おります。塾・予備校経営の他、

を知らせる」ことを目標とし、業

英語教室・読書教室の経営、理科

務に取り組んでおります。子供か

実験教室のFC展開と出張実験の

ら大人まで、地域住民の無限の可

実施、教育説明会や「稲刈り」・

能性を引き出し、世界で活躍する

「星空見学会」といった体験イベ

人間、世界を救う人間を一人でも

ントの企画運営、宿泊学習ツアー

多く育てることが使命です。その

の企画運営、教材・テスト製作販

ために今後も「学問する楽しさ」

売、WEB・紙媒体を含む各種広

を強く発信し続けてまいります。

告・印刷物の製作販売など、関連

昨今、教育産業も激動の時代で

事業は多岐にわたります。

す。異業種からの参入、連日の大
規模M＆Aなど、大変な荒波では
ございます。しかしこの不況の中、
他に選択肢がありながらも当社の
ファンでいてくださるお客様を裏

代表 玉川 不二彦
〒344-0062
埼玉県春日部市粕壁東3-1-2
TEL：048-761-9315（本社）
TEL：0480-32-5737（運営事務局）
FAX：048-761-9595（本社）
FAX：0480-32-1002（運営事務局）
Mail：honbu@sensyu-grp.com
URL：http://www.sensyu-grp.com
創立：1973年
設立：1986年8月5日
社名の由来：専門分野を修める最高の
人を育てようという思いを込め
ています。

切らないために、「感謝の心と危
機感」を持って、営業活動を続け
てまいる所存です。こんな時代だ
からこそベンチャー精神を持ち続
空いている会議室やスペースは
ございませんか？バラエティ番組
や某め○ましテレビにも取り上げ
られた、理科実験イベントや教室

け、荒波を超えた先の新たな対岸
を目指します。
最後に、当業界にはこんな言葉
がございます。

開設などをご検討の際は、ぜひお

「講師は五者であれ」
（五者＝医

声かけくださいませ。また、地域

者・易者・学者・芸者・役者）当

認知度をアップさせるための折込

社スタッフはこれに付け加え、

広告も自信の価格で承っておりま
す。サンプルをお持ちいたします
ので、どうぞご利用願います。

専修グループ

検索

「五者＋営業マンであれ」として
います。
皆様も、 講師

を自分に置き

換えてお考えいただくと面白いか
と存じます。

勇敢な人は、逃げる人と反対の方向に進む（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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チラシが同封されています

株式会社CREAは経理のアウト
ソーシングを女性が行う会社とし
て2008年10月17日に創業いたしま
した。

その他、給与計算や提携税理士
による申告業務も行っています。
最近の女性は、
働く人も多くなり、
結婚や出産をしても社会復帰する

不況の影響を受け、倒産する企

女性が多くなりました。女性が復帰

業が多い中、中小企業は生き残り

できる社内環境を整えている大企

をかけて必死になっている昨今で

業も少なくありませんが、中小企業

すが、経営者は営業・開発に時間

ではなかなか実現しにくいのが現

を費やすあまり、経理というバック

実です。社員から声を上げにくい

オフィスの部分はどうしても面倒に

空気ができあがってしまっている

なってしまいがちです。

のではないでしょうか。

経理アウトソーシングは、売上に

私の周りにも実際に経理のトップ

結びつかないけれど、会社にとっ

で活躍するも、結婚や出産を理由

て重要なポジションを、いかにス

にやむなく退職をしていった女性が

マートにスムーズに尚かつローコ

たくさんいました。
「家庭生活を大切

ストで提供できるかが重要になっ

にしたい、でも…仕事もしたい！」そ

てくると思います。

んな葛藤に悩む女性に、今までの

サービス内容としましては、イン

キャリアを生かしながら、
「時間に

ターネットを駆使し、PDF化をした

も心にもゆとりがもてるライフスタイ

領収書を戴いて入力を行い、それ

ルが築ける」働きやすい職場を作

を試算表として毎月提供します。

りたいと思ったのが、この会社を立

経理業務にスピード性が保たれ
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ち上げたきっかけです。

ていれば、試算表をスピーディに作

当社は経理のアウトソーシング

成することができ、経営者に早いア

をシステム化し、業務の分担、サポ

クションを呼びかけることができま

ート体制をしっかりすることで、女

す。アプローチからアクションへのス

性に働きやすい職場環境を目指し

ピードアップによって、会社の成長ス

ながら、女性の持つ決め細やかな

ピードもより早いものになるでしょう。

対応で中小企業の経営者をサポー

私たちはその成長へ繋げるデータ

トします。

を作る、ビルドアップの役目を担って

また、女性経営者が増える世の

いると考えています。さらに、コスト

中、税理士に顧問依頼するのは、

も時間数および仕訳数に応じた裁

まだまだ敷居が高いと思われてい

量性により、人件費をかけるよりもよ

る方の玄関窓口になりたいと思っ

りコストダウンが図れるわけです。

ています。
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代表取締役
会社運営

柳田 幸紀
General Manager

佐久間 琴音
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-31-5
池袋アビタシオン903
TEL：03-3987-7590
FAX：03-5950-6732
Mail：Kotone-sakuma@tkcnf.or.jp
URL：今後開設予定です
設立：平成20年10月17日
社名の由来：「CREA」というのはラ
テン語の語源に「創造する」と
いう意味があります。常にクリ
エイティブ精神を持ち続ける会
社でありたいという意味をこめ
て「CREA」といたしました。
実は代表取締役がハリウッド女
優「クレア・デーンズ」のファ
ンだったという噂も…。
Q1 なぜ、起業したのですか？
女性と社会の架け橋になる会社を作
りたかったから
Q2 座右の銘を教えてください
「努力は奇跡を生む」…日本では無名
俳優だったが、ある転機をきっかけ
に台湾でトップスターの座についた
日本人の方の言葉です。
「継続は力な
り」にも似ていますが、今続けてい
ることが未来への希望を持たせてく
れる素敵な言葉だと思っています。
Q3 今後の夢や目標は？
「任せてよかった」と言っていただけ
るサービスクオリティを常に提供して
いける会社でありたいですね。

人に笑えと言っても人は笑わない 人が笑うようなことをすれば人は笑う（起業家精神・人生を変えた言葉より）

独立 開業

チラシが同封されています

当社、株式会社コラボレーショ

トで宣伝してあげるって言

ンは別名「ともだち価格.com」と
申します。

ったら？
友人：それは有難いよ。暇なとき

先日、20年ぶりに中学時代の同
窓会がありまして、ある友人は大

は特に。
私 ：その代り、うちの広告から

工さん、ある友人は板金屋さん、

のお客様にだけ通常価格よ

ある友人は・・・と、みな自分で

り絶対安くできる？

商売を営んでいる同級生が結構い

起業家
応援団！

友人：もちろん！できるよ。

ました。
その時友人の一人が、「○○君

これが始まりでした。

がその商売やってるなら、お願い

全てがともだち価格で仕事をし

したら安くやってくれる？」と聞

てくれたり、物を売ってくれたり

いていました。商売をやっている

する会社だけを登録できたら…宣

友人は、「もちろん！ともだち価

伝する企業も儲かり、一般個人の

格でやってあげるよ！」と答えて

お客様も通常より20％、30％安く

いました。そこで私が商売をやっ

買えたりできたら面白いのではな

ている友人に聞きました。

いかと。

私 ：仕事の依頼はどうやってく
るの？
友人：うちは、口コミと飛び込み
でくるよ。
私 ：仕事はいつも忙しい？
友人：忙しい時もあれば、暇な時
もどうしてもあるよ。
私 ：宣伝とかしてるの？
友人：地元の新聞に付き合いで広
告載せてるよ。
私 ：反応は？
友人：あんまりないね〜。
私 ：例えば、インターネットと
かはやらないの？
友人：お金が掛かるのはちょっと
出来ないよ。
私 ：なら、無料でインターネッ

まずは、ホームページ作成から
始めました。当社企業会員登録
（審査あります）も個人会員登録
も完全無料にし、企業登録の時は、

代表取締役 伊藤 幸広
〒113-0033
東京都文京区本郷2-23-12
ハイツボウ正武元町ビル
TEL：03-5844-1655
FAX：03-5844-1656
Mail：kakaku@tomodachi.xsrv.jp
URL：http://www.tomodachikakaku.com
設立：平成20年4月17日

通常価格はどの位で、ともだち価
格ならどの位に出来ますか？と聞
き、確かにそれならともだち価格
だと思った企業だけしか登録して

㈱コラボレーション様の
チラシが今回のかわら版

いません。もちろん、赤字になる

に同封されています！

様な金額ではなく、企業様の利益

是非ご覧下さい！

に繋げて頂き、通常より少し会社
の売上は減るかもしれませんが、
それ以上に仕事の依頼は来ると思
われます。
中小企業の売上アップのお手伝
いをさせていただけたらと思いま
す。

どんな道をたどってきたかよりも、そこから何を学んできたか（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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こんなところにOAランド
金融危機などで企業の倒産が相次ぎ、08年の全国倒産数は、前年比11.0％増
の1万5646件。その中でも上場企業は戦後最多の33社が倒産しています。しか
し暗い話題ばかりに踊らさせてばかりはいられません！
さあ、今日も1日忙しいぞ！
上場企業の倒産 → 良品が多数入荷 → 良品を安く販売できる！
企業の突然死 などと言われるこの不況の煽りを受け、OAランドにも思わぬ風が吹きまくってます。
マスコミに取り上げられる事が多くなり、今度はお客様にとって 良い商品をより安く 手に入
れられる特集に掲載されました！
月刊「宝島」2009年3月号(1月24日発売)

激安買い 特集
■オフィス用品コーナーにて
〜大倒産時代の到来で格安オフィス用品が大流出〜

♪オフィスを広くしたい方、
オフィス家具をグレードアップ
したい方、またこの機会に
コピー機のランクアップを
計りたい方、チャンスです！

「高価なオフィス家具を使用していた上場企業が多く
倒産していたことで、チェアなどの家具も質のいいもの
が多く出回っています。仕入れが多すぎて、どんどん販
売しなければ倉庫が一杯になってしまう。企業の倒産が
続くこの状況は、今年いっぱいで終ればまだいい方なの
ではないでしょうか･･･」
（営業本部長：神山氏）

意外に多い電気製品のタコ足
配線！コピー機やパソコン類な
どをテーブルタップで使用して
いませんか？
電力不足で機能低下するだけ
でなく、火災の原因にもなりか
ねますのでご注意を！

建物内の100ボルト系壁コン
セントは2〜3箇所まとめて15〜
20アンペアになっていることが
あります。他の機器の使用状況
を確認し、許容電流（定格）に
合っているか注意することも大
切です。
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コンセントなどから一度にい
くつもの機器を使う事をタコ足
配線といいますが、タコ足で使
用すると許容電流を超えてしま
うことがあり、ブレーカが
OFFとなります。また、この
状態で使用すると熱を発生し、
コンセントが溶けたり燃えたり
することがあります。

延長コードは便利なものです
が使い方を誤ると思わぬ事故の
もとになります。極力使わない
ようにしましょう。どうしても
使わなければいけない時は機器

の定格にあった許容電流の延長
コードを使いましょう。許容電
流の少ない延長コードを使用す
るとコードが熱を発生し、コー
ドが溶けたり、燃えたりするこ
とがあります。
（メンテナンス部門 篠原）
■タコ足配線の危険性について
のホームページ
http://www.dohi.j-vip.net/
denki/kasai-2.html

人は本気の他人と出会って、本気になる（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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電脳のクリスマスパーティ ☆｡*｡･･｡*｡☆｡*｡･･｡*｡☆｡*｡･･｡*｡☆
2008年12月20日
（土）にジャズレストラン「六本木サテンドール」にて恒例の
電脳クリスマスパーティを開催いたしました。タイムファイブのハーモニー
ありバイオリン演奏ありと共に、大人の雰囲気のあるパーティとなりました
♪プレゼントタイムには、昨年同様ＯＡランド産・クマのプーサンが、陽気
にプレゼントを配ってくれました(*^-^*/)

ジャズレストラン
「六本木サテンドール」
東京都港区六本木4-11-5
六本木ビルアネックス
TEL：03-3401-3080

最近の

新刊

著 者：鳥居 祐一
出版社：ダイヤモンド社
発 行：2008年12月
価 格：1500円（税込）

この本を手にとって 胸がざ
わめいた 人は、どれだけいる
だろうか。読み終わった直後か
ら｢自分には何があるのか｣問い
始めてやまない。
人にはある出会いによって、
人生が大きく変わる事がある。
「あなた自身が価値ある人間に
ならなければ状況は一向に良く

ならない」という一言で著者は
人生を仕切り直し、パーソナル
ブランドを築く事で、早い成功
をおさめている。
フェラーリやトヨタなど例に
挙げながら、ブランドとは影響
力であり、信頼であり、価値で
あり、しっかりとブランドが確
立されればビジネスで最も重要
な｢信用｣も創造できるという。
これなら勝てるかもしれない
というポジションを築く為の手
段を次から次へとテンポよく、
そして惜しみなく紹介し具体的
に伝授している。
ある程度ネットを駆使してい

つらい経験をした人ほど、小さな幸せに気づく力が大きくなる（起業家精神・人生を変えた言葉より）

る人には、 当然 という流れ
ではあるが、ブランド作りをこ
こまで的確にマニュアル化した
話には自らを検証しないではい
られなくなることであろう。自
分とは何ぞやと…
中小企業も個人もブランドと
いうものを意識し正しいポジシ
ョニング戦略をとる事ができれ
ば、大企業と対等に戦う事も夢
ではない。ブランド力のある企
業は不況でも消費者から支持さ
れるので勝ち残れるという。ま
さに不況真っ只中での暗中模索
の中の一冊である。
（S. A）
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OAランド直営店（練馬、両国、八丁堀、秋葉原、田町、池袋大山、仙台、所沢）でのみご利用可能の
クーポン券があるのをご存知ですか？中古品に限り、運賃が無料となり大変お徳です！（配送先など
一部制限あり）一度のお会計で合計10,000円以上お買い上げの場合のみ有効なクーポンですが、お蔭様
で、多数の方にご利用いただいております。有効期限にお気をつけのうえ、どうぞご利用下さい。
詳細は、ホームページから。
クーポン券をゲットしたい方、または詳細を知りたい方は、こちらからどうぞ！
→ http://www.oaland.jp/campaign/coupon.php

昨年末に、各店舗に設置しました「緑の募金箱」を集計し、
（社）国土緑化推進機構へ
寄付いたしました。皆様のご協力をいただき誠にありがとうございました。
国土緑化運動は、人類共通の財産とも言える森林を中心とする緑づくりを国土全般、
さらには国境をこえて広く国民運動となりつつあります。
OAランドは、これからも地球温暖化防止に向けた森づくりを応援していきます。
今年のエコキーワードは、 低炭素社会づくり ！

今回は、最強の読書術でご紹介しました 「成功｣と「失敗」の法則 と う
ちの社長は、なぜ『ああ』なのか を各１名様にプレゼントいたします。
同封のアンケート付き応募用紙にご希望の本名をご記入の上、奮ってご
応募下さい。締切りは、2月28日到着分となります。ご応募いただいた
お客様の中から厳正なる抽選のうえ、当選者を決定いたします。尚、当
選の発表は発送を持ってかえさせていただきますのでご了承下さい。
「成功｣と「失敗」の法則
著 者：稲盛 和夫
出版社：致知出版社
発 行：2008年9月24日

うちの社長は、
なぜ『ああ』なのか
著 者：石原 明
出版社：サンマーク出版
発 行：2008年12月10日

ご応募は編集部まで

◆感動は人を動かす。We can! Cange! オバマ大統領のかけ声にアメリカが変われ
ば、地球規模で各地が動くのではないかと思う今日この頃。すでにOAランドはメ
ディアの追い風に乗って、どこまで遠くにいけるだろう…
【かわら子】
◆景気悪化とか派遣切りとか朝昇龍とか、マスコミは騒ぎすぎだと思うんです。試
しに１カ月くらい毎日マスコミが「すごい好景気です！」って言ってみたら、みん
なそんな気がしてくるんじゃないだろうか。
【Dix-Huit】
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http://www.kaisetsu.jp/

□■編集後記■□
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おめでとうございます！
◎株式会社メジャー K・A様
◎秋山会計事務所
T・A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

すべてを思い通りにしようとするより、すべてのことに感謝する（起業家精神・人生を変えた言葉より）

