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21年、電脳が掲げる最大のミッション！─

西岡常一「木のいのち
木のこころ」より

春日大社

東大寺大仏

薬師寺

二月堂

≫≫≫ 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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我が社の新入社員達に
3月28日から始まった新人研修

「日本一幸せな会社」

は生まれない

も、いよいよ今日一日のマナー
研修を最後に打ち上げ

を目指していきます
もちろん、経験の中には失敗も

明日からは修了試験実施後、午
後よりひとり一人にミッション

そのためには

重要なキャリア、自分のこれか
らの人生（時間）の様々な岐路

とキャリアパスを示し、13日
から5ヶ月間の現場研修に入っ

「自信」

「己に勝つ」

に立ち、
右に行くべきか左にいくべき

てもらう

か、
大きな希望と小さな不安を交差

今までのことを振り返えり、如

例え一時的には失敗であっても

させながら、本格始動するわけ

何にこれからの40年仕事人と

悔いなく判断し、突進む上では

だが、何事も前向きに、逃げな

して悔いなく生きるかと言え

いで、チャレンジしていっても

ば、自分自身しかない

らいたいもの

自分の人生の数々の判断は自分
で決めていくしかない

私はこれから創業30年に向か

「己の力量」
を如何に磨くか

とすれば

って、お客様から頂く「ありが
とう」を大切にし、社員が活き

「己に勝つこと」

けない

活きと働ける環境をつくってい
きます。

逃げてばかりいては、力量は磨

が絶対条件

失敗を恐れて立ち止まっていて
は、力量はつかない

そして電脳社員であることに誇
りを持つことができ、働くこと

他人と比べての勝ち負けではな

を通じて私も含め全員が人間的

く、自分に勝つことがキャリア

に成長できる会社にしたいと思

の積み重ね

キャリア ＝ 力量 ＝ 自信
幸せの神様は必ず見ていてくれ

っています。

るはず
そして必ず電脳に関わる全ての

従って「自分はこれでいいんだ」

そして幸せへのKeyは「自信」

人に認めてもらえる

と今の自分に甘え、努力も精進

というあなたの背負うリックサ

も怠れば己の経験も知識も蓄積

ックの中にある

できず、
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他人と比較しない 自分に負けない 今を一所懸命に生きる（起業家精神・人生を変えた言葉より）

贈ることば

＿

Toru Muroi
そしてポジティブに生きよう

朝、
「新聞配達のお兄さんへ」

優しく生きよう
「犬と散歩する老夫婦へ」
「ありがとう」の言葉をたくさ

「通学の小学生の子供たちへ」

ん口にしよう
「会社のビルをお掃除してくれ
こだまのように返ってくるはず

るおじさんへ」

ワクワクの一日が始まるはず
母に
「産んでくれてありがとう」
家族に
「一緒にくらせてありがとう」
友達に
「出会ってくれてありがとう」

爽やかな朝が始まるはず
きっといいことが起こるはず

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。

木のいのち 木のこころ
著 者：西岡常一ほか
出版社：新潮社（2005/07）
定 価：900円（税別）
木の節、曲り、癖、決
して悪いものではな
い、使いかた次第、う
まく使えたら、その方
がいいところもある。
人 間と同じ、僻 の 強
いやつほど命も強い、
僻のない素直な木は
弱い、力も弱いし、耐用年数も短い。法
隆寺三重塔など復旧した最後の宮大工
が書いたとても深い話。

会社の仲間に
「一緒に働けてありがとう」

「おはよう」の言葉をたくさん
口にしよう
こだまのように返ってくるはず

凡才の集団は孤高の天才に勝る
著 者：キース・ソーヤー
金子 宣子（翻訳）
出版社：ダイヤモンド社（2009/3/6）
価 格：￥1890
たった一人では何も
生み出すことはでき
ず、コラボレーション
の目に見えないつな
がりによって、イノベ
ーションが生み出さ
れ る の だ そうで す。
集団の閃きは個人の
閃きより速く成長し、個人の閃きの累積
よりも偉大な成果を生むらしい。そのメ
カニズムを解明する。

できたと思った時から、衰退が始まる まだまだと思った時から、成長が始まる（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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新入社員紹介

①出身校 ②趣味 ③星座 ④ひとこと （順不同）

4月より、男子5人・女子2人と7名の元気な新人が入社してきました！ 今年の新人は、多種多彩な
趣味と特技があるようで、大変楽しみです。そんな彼ら（彼女ら）をちょこっと紹介してみます。
今後ともよろしくお願いいたします。

川口

真里

①成城大学社会イノベーション学部
②花を見に行くことが好きです。５月には秩父羊山公園の芝桜が素敵ですよ♪
旅先で売っているTシャツをひそかにコレクションしています。東南アジアのビール、
タイガービールのTシャツがお気に入りです。
③牡羊座
④お客様の素敵なオフィス作りをお手伝いさせて頂くのが、今から楽しみです！
ワクワクしながら四谷店にて修行しています!!

草野

有貴

①常磐大学人間科学部心理教育学科
②お菓子作りが好きです。手捏ねパンや手打ちうどんも作ります。大抵のお菓子なら、食べ
ればどんな材料でどんな風に作られているか当てられるのが特技です。
③獅子座
④今は各店舗を一週間ずつまわり修行中です。早く仕事をきちんと覚えて、お客様に直
接ご挨拶できる機会をとても楽しみにしています！これから、どうぞ宜しくお願いい
たします。
〈都内某所にて作業研修中〉大事な商品、丁寧かつ迅速に動こう！
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聞いたことは すぐに忘れることがあっても 失敗から学んだことは 一生忘れない（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！

北村

亮

①東京経済大学 経済学部
②和太鼓・スノーボード
③牡羊座
④現在入社してすでに半月が経過しました。この期間研修で学んだことは、私の宝であり、人
生の教科書でもあります。これから先この学んだことを実行していくのは、自分自身です。
「素直な心で、即実行」を胸に、行動や発想を惜しまず個性を出していけたらと思います。皆
様、これからご迷惑をおかけする点もあるとは思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

齋藤

新悟

①帝京大学 理工学部 バイオサイエンス学部
②硬式テニス・ビリヤード
③水瓶座
④覚えることが多く、悪戦苦闘していますが、吸収できるものは全部吸収したいと思ってい
ます。まだまだ新人で知識も経験もありませんが、向上心と好奇心だけはあるので、これ
から頑張っていきます。よろしくお願いします。

間明田

博輝（マミョウダ

ヒロキ）

①日本大学大学院 理工学研究科 地理学専攻 博士前期課程修了
②ピアノ演奏、音楽鑑賞
③牡羊座
④大学は環境保全型農業の実践に力を注ぎ、大学院では、講義のTA、パキスタンやタイで
教授の研究の手伝いを任され、人と地域の結びつきについて研究していました。週末には
1時間ピアノを弾いています。

不況をどう乗り切るかを考えるより、不況でも、好況でも、どう生きるかを考える（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
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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21年の創立ユーザー様のご紹介です。

すみれ不動産㈱（東京都国分寺市・3月）

杏建築設計室（東京都文京区・3月）

㈲吉野建設（埼玉県所沢市・21年2月）

税理士 畠山康則事務所（東京都港区・3月）

㈱彩都建物（埼玉県所沢市・21年2月

㈱アルクシード（東京都品川区・3月）
㈱デスティニー（東京都港区・2月）
㈱エコロ・ダイレクト
（神奈川県横浜市・2月）

㈱フロンティア（東京都豊島区）

瀬戸会計事務所（東京都大田区・1月）

㈱メディパス
（神奈川県横浜市）

㈱日本測量（東京都新宿区・1月）

㈱ライフスタイルクリエイト
（東京都武蔵村山市）
㈱シンコー（東京都千代田区）
㈱アズコーポレーション（埼玉県さいたま市）

㈱ライクイット
（東京都足立区）

㈲ブレイン（神奈川県逗子市）

関東ゆワイター・ソーラー㈱（東京都調布市・2月）
㈱Project No.9（東京都杉並区・2月）
㈱ネオハル（東京都練馬区・3月）
㈱アール・イー・ジャパン（東京都杉並区・3月）

法律事務所 空（東京都区目黒区・1月）
㈱テクソン（千葉県千葉市・3月）

アーク個別指導教室（新潟県新潟市・2月）
S.B.H.司法書士事務所（宮城県仙台市・2月）
㈱クローバー（宮城県仙台市 H21. 2. 3設立）
㈱新生商事（大阪府東大阪市 H21. 3. 2設立）

※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。
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見えない根が、花を咲かせる 見えない努力が、人を輝かせる（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！

ニンニン鈴木の

第９回

株式会社ニンニンドットコム
ついに来ました薄着のシーズン！

鈴木 忍

すということでしょう。しかしなが

ることにしました。旅行記といって

たくさんのキー

も、旅行の日程説明に毛が生えた程

(* ゜Д゜)/読者のみなさん燃えてま

ら、実は３つめの

すかー！もちろん僕も燃えに萌えて

ワードで引っかかる

という方法が

度の簡単なものです。ただし、そこ

いますが体脂肪の燃え具合は今ひと

最も効果が高く簡単です。１つめと

は大自然と秘境に強い旅行会社で

つです。

２つめは、広告費用がかかったり運

す。世界各地の山や秘境など、かな

さて、そんな冒頭の挨拶とは何の

営者が意識的にコントロールできな

りマニアックな地域への旅行記がた

関係もありませんが、今回は某旅行

い方法ですが、３つめのたどり着く

くさんあります。もちろん、他の大

会社からの相談です。非常に小さな

キーワードを増やすというのは、運

手旅行会社はパッケージにはしてい

旅行会社ではありますが大自然や秘

営者側がいろんなキーワードを含ん

ません。

境に強みを持った旅行会社です。現

だページを増やすことで可能ですか

そんな場所に行きたい人いるのか

在は東南アジア方面へのパッケージ

らこちらから意識的に行うことがで

な？とその旅行会社の方たちも半信

ツアーをメインにネットでの集客を

きます。

半疑でしたが、今ではその旅行記に

行っており、ネットからの来訪者ア

インターネットのおもしろさは、

含まれたキーワードで思いがけなく

自分が探しているもの、もしかした

たどり着いた来訪者が、一般的には

ら一般的にはあまり探されていない

知られていない韓国の山や南米の秘

集客を増やすにはどんな方法がある

かも？と思えるようなものまでを、

境などへのオリジナルカスタマイズ

のか確認します。集客を増やす方法

検索キーワードをしぼることで、ピ

旅行の依頼が増えています。

は大まかに分けて以下の３つです。

ンポイントに探し当てることができ

まず１つめは、検索エンジンでの

るところにあります。 コンビニで

問ではなく、よりマニアックな、恐

表示順位をあげることです。「ＳＥ

は売っていないもの

らく１人しかいないかも？と思われ

Ｏ」と呼ばれる狙ったキーワードで

では広告されていないもの

表示順位をあげる対策や、特定のキ

そんな一般的にニーズの少ないもの

回答ページを増やしていく予定で

ーワードで検索された際に、その検

こそ探されます。さらには、一般的

す。

索エンジンの上位に表示させる「リ

に売られているものであっても、

ップが今回の依頼です。
まずは、そもそもＷＥＢサイトで

テレビＣＭ
等々、

スティング広告」がそれにあたりま

本当に欲しいサイズ

す。２つめは、リンク元を増やして

価格帯や納期 、 アフターサポー

好きな色

今後もＱ＆Ａを、 よくある

質

るような質問を各ページに分けその

最後に、今回の一言。

ＷＥＢサイトへの入り口を増やすこ

トの有無

とです。有名なサイトにバナー広告

ひとりにとっての大事な選択基準が

来訪者ひとりひとりの細かいニーズ

を貼ったり「アフィリエイト」と呼

探されているのです。

に向けられていますか？」

ばれるブログなどにリンクを貼って
もらいサイトの紹介をしてもらう方

等々、探しているひとり

そして、そんなピンポイントな
私だけ

かもしれない欲求を満た

法がこれにあたります。そして、３

してくれるからたどり着いたＷＥＢ

つめがそのＷＥＢサイトにたどり着

サイトに

くキーワードの数を増やすことで

由

す。簡単に言えばいろんな言葉で検

ながるのです。

索エンジンにひっかかるようにする
ということです。

「あなたのサービスは大衆ではなく、

では、また次回 (^0^)/˜˜

他ではなくココである理

を見いだし、購入や申込みにつ
さて、今回の旅行会社のＷＥＢサ

イトでは、一般的にニーズがなくて

この３つの方法のうち、一般的に

も、とにかくたくさんのキーワード

効果があると考えられがちな方法

から来訪してもらうために、添乗ス

は、１つめの狙ったキーワードでの

タッフが日報のように残している過

上位表示と、２つめの入り口を増や

去の旅行記をシリーズにして掲載す

お金の価値は 貯めた量より 使い方で決まる（起業家精神・人生を変えた言葉より）

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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好景気は企業が伸びる 不景気は人が伸びる（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！

アート・チャンネル

第1回

万華鏡の視覚 〜ティッセン・ボルネミッサ現代美術財団コレクションより〜
OAランド四谷店

『何故、美術館へ行くのか？』

を志して建設された美術館です。

菅田 美智留

のが常です。それでもこうして、現代

趣味は美術館へ行くことだという話

現在開催されている『万華鏡の視

をすると、稀にこういった質問をされ

覚』も、現代アートの醍醐味を体感で

ます。

きる展示になっていました。

い・交流させてくれる場がある、とい

おそらく答えは、
『そこに、自分の中

『万華鏡の視覚』と言っても、万華鏡

う事をとても嬉しく思います。だから

美術という潮流の一部を掬い上げ、
私たち観客と作品を結びつけ、出会

にはない物があるから』です。私には

の展示ではありません。光や色、更

こそ、私はこれからも積極的に美術館

作り出せない物、未だ見たことのない

に音や触覚、言語やコミュニケーショ

に足を運び続けたいと思います。

物に、私は出会いたいと常に望んで

ンをテーマに、人間の五感を刺激し、

いるからです。

問いかける現代アートが集められて

いる美術館は、東京都現代美術館の

ちなみに、私が今度行こうと思って

アートは、観客が作品を見て能動的

いました。万華鏡のように多種多様な

池田亮司展と、Bunkamuraザ・ミュー

に楽しむという態度にこそ意味があ

作品たちは、錯視や錯覚、酩酊感や

ジアムの『国立トレチャコフ美術館展

ると思います。

高揚を感じさせられ、私たちが普段

忘れえぬロシア』展です。

作品と直に対峙し、感受する。自分

生活している日常や常識、認識が揺り

の中で何かが動く。新しい視座や問

動かされるような体験をさせてくれま

題意識や、圧倒的な美、未知の何か

す。

に出会い、対話する。それらの感動

「現代アート」と言うと 難解・とっつ

ひとつひとつが、私の宝物となってい

きにくい というイメージを持たれる方

ます。

【開催概要】
¡期間＜会期中無休＞
2009年4月4日
（土）〜7月5日
（日）
¡時間

もいるかもしれません。しかし今回の

月・水〜日 10:00〜22:00、

さて、東京には様々な文化施設や

展示は、純粋に光や色彩などが美し

火 10:00〜17:00

美術館が集中していますが、今回は、

く、かつ広いスペースを活かしたダイ

※いずれも入館は閉館時間の30分

最近私が訪れた美術展を紹介したい

ナミックな大型展示作品が多く、子供

と思います。

から大人まで楽しめる内容になって

『万華鏡の視覚：ティッセン・ボルネミ

います。

ッサ現代美術財団コレクションより』

中でもカールステン・フラーの作品

会場である森美術館は、2003年に

「Y」は、展示会のポスターにも使われ

森タワーの最上層、53階に開館しまし

ている象徴的な作品です。電球計960

た。

前まで
¡場所
森美術館（森タワー53階）
http://www.mori.art.museum/
contents/kaleidoscopic/
¡入館料

個が取り付けられた螺旋状の光の輪

一般¥1,500

世界の先鋭アート、とりわけアジアの

の向こうには、鏡が置かれています。

学生（高校・大学生）¥1,000

現代美術をコレクション・紹介すること、

トンネル状の内部に入ると、それこそ

新たなアートの可能性を開示し、知的

万華鏡の内部に迷い込んだかのよう

で親しみやすい美術館のあり方を探

に、現実と非日常空間との境界が曖

ること、
「アートと21世紀の人間の生き

昧になります。

方」
についてのヴィジョンを提示すること

子供（4歳〜中学生）¥500
¡前売り券
一般¥1,200、学生¥900、子供¥500

これら視覚や聴覚など、直感的に
感受し自由に解釈することが出来る
作品に出会い、体験をするには、やは
り実際に展示会場へ出向かなければ
なりません。そこから何かを感じたり
視野を広げるという体験は、とても楽
しいことです。

カールステン・フラー 2003年
960個の電球、アルミニウム、木、鏡
【写真：六本木ヒルズサトより】

若い作家や現代美術作品は、大規
模な展示会では取り上げられにくい

ないものを気にするより あるものに感謝する（起業家精神・人生を変えた言葉より）

オラファー・エリアソン
＜投影される君の歓迎＞
【写真：森ビルミュージアムサイトより】
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独立 開業

起業家
応援団！

・起業を考えている方
・起業して３年以内の方
・起業を視野に入れているサラリーマンの方

少しでも、お

力 になれれば幸いです。

私はプロのコンサルではありません。
一人の人間として、ご相談をお受け致します。
■アドバイザー
電脳株式会社 代表取締役社長 室井 亨
サラリーマン生活8年を経て、昭和60年9月システム開発会社を起業。レコ
ードレンタルシステム・ガーラ湯沢や東京ドーム内の発券システム、制御
管理システム等で健闘するが、バブル崩壊とともに業務縮小。その後、半
年の充電期間を経て平成9年から現在の業種にて、中古トラック一台・我が
身ひとつで再起業、業容拡大し現在に至る。中古ＯＡ機器総合販売ＯＡラ
ンドを立ち上げ、現在も躍進中。

■参加費用 完全無料
■日

時 毎月第１火曜日 13：00〜18：00（完全予約制）

■予約方法 事前にお電話かメールにてお申込下さい。
（連絡先：03-3340-0070／無料相談会受付まで）
■定

員 個別相談につきお問い合わせ下さい。

■申込期限 完全予約制につきお問い合わせ下さい。
■場

所 電脳株式会社 本社
東京都新宿区西新宿1-25-1
新宿センタービル38階

※尚、純粋な起業家支援の思いによる相談会ですので、
セールスや業務提携のお願い等は、ご遠慮下さい。
※詳細は、こちらから
⇒ 起業家応援団
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夢が見つからない時は 目の前の人を笑顔にする それも夢（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！

所沢メンテナンス部門
松田

用紙の長い辺と繊維の方向が同一のものを『縦
目』と呼びます。給紙の進行方向と同一方向に、
用紙の目がなるようにセットして使用されるのが、
良いと言われています。繊維の目によって用紙の
「こし」は進行方向に強くなり、紙詰まりの頻度は
減少します。
また、露の時期や冬の乾燥する時期は、用紙
が湿気や乾燥するので、紙詰まりを引き起こす原
因となりやすいので用紙の縦目、横目を確認して
設置すると良いでしょう。
複写機では、
トナーを紙の上に定着させる為に
トナーをかなりの高温になるまで加熱させます。そ
の為、他の複写機、レーザープリンターで印刷した
用紙を使用した場合、すでに用紙に定着されてい
たトナーが再び溶けて定着器にこびりついてしまい

（溶着）
、
紙詰まりや印字汚れの原因となりかねます。
また、インクジェットプリンターで印刷した用紙の裏
紙などは、一般的にはタブーとされております。
複写機、プリンターをお使いの方であればA4
とかA4Rと言う言葉を一度は耳にした事がある
かと思われますが、掲題に関してはカセットに用
紙を補給する向きの名称になります（メーカーに
よって、呼び方が異なります）
。一般的には、用紙
の長い辺が先端に印刷する方向を『A4』、逆に用
紙の短い辺が先端に印刷する方向『A4R』と呼び
ます。紙のサイズを変更した後から紙詰まりする
場合、用紙のサイズが異なる事が考えられますの
で、用紙のサイズや向きの確認をして下さい。
尚、用紙サイズ変更は、メーカー、機種、用紙
カセットによって異なりますので、取り扱い説明を
参考に確認するといいでしょう。

最近の

新刊

著 者：本田直之
出版社：幻冬舎
発 行：2009年3月
価 格：1300円

なんともワイルドなタイトル
で、これは若者、とりわけ社会
人１〜２年目の方が読まれると
良いかと思う本である。
100年に一度の大不況と言わ
れて世界中が不景気そのものと
いうイメージにとらわれている

昨今、これに立ち向かう方法は
己の心の強さにある。
マルチキャリアの構築など、
少々社会経験がないとわかりづ
らい作者の意図はあるものの最
終的には自分自身、個人のパー
ソナルキャリアを築かないと
生き残れない と論じている。
それが第４章の「一生通用す
るキャリアを築く」というもの。
「あなたにピッタリなのはこの
仕事です」などと誰かが見つけ
てくれるなど、ありえない話。
それは当然であるがそのうち自

分に合った仕事が見つかるだろ
うと考える若い人がいるのも少
なくない。
今やるべき事は何か、なりた
い自分は何か。何を言われても
選択するのは自分。とにかく動
いてみる。
「物事の先送りは借金と同じ」
自分を見つめ直し、計画を立て
る事がどれだけ大切か、誰の人
生にも当てはまる一言である。

捨てるものと、捨てたくないものを、はっきり分けると、迷いがなくなる（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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はばか

憚 りながら

4月3日
（金）、神宮の外苑フットサルクラブにて、

現在、複写機販売で当社はプラチナコースです

ビジネスバンク第2回フットサル大会が行われ、電

が、その中でも優秀な結果を残したという事で優

脳の若手メンバー＋入社ホヤホヤの新人社員にて

秀賞として表彰されました。

参戦してきました。
今回は、練習も重ね

全国の販売店が前年
度割れをしている中で、

連携プレイよろしく優勝

この結果は高く評価い

を 狙 って いました が 、

ただいております。

惜しくも3位になってし
まったようです。
さあ、次回に向けて
フットサルクラブ部員、

※プラチナコースとは販売
実績が全国で約10位〜40
位以内の販売店。

大募集中です！

今回のプレゼントは、本誌P9にてご紹介しております「万華鏡の視
覚：ティッセン・ボルネミッサ現代美術財団コレクションより」の入場
チケットを２枚一組１名様にプレゼントいたし
ます。未知なる世界で新なる発見があるか
も!?
別紙アンケート用紙にご記入のうえ、ご応募
下さい！
締切りは、6月13日（土）です。
たくさんのご応募お待ちしております！
（イベント詳細は、本誌P. 9をご覧下さい）
ご応募は編集部まで

◆日本中、大混雑のGW。東京は空いていると思いきや東京タワーも２時間待ち
（登れなかった ;T̲T）
… 高速1000円効果でCO2増やしてどうなる日本列島〜〜！
【かわら子】
◆うちにも定額給付金の申請書が届きました。
いろいろと記入する必要があったり、
添付する資料が必要だったり… 経済の難しい話はわかりませんが、これで景気
がよくなる予定なんですよね？？？
【Dix-Huit】
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□■編集後記■□
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おめでとうございます！
◎㈱からだにいいこと Ｒ・Ｙ 様
◎北海道NSソリューションズ
Ｎ・Ｍ 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

自分を信じ、他人を信じ、夢を信じたとき、人生は輝く（起業家精神・人生を変えた言葉より）

