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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─ 平成21年、電脳が掲げる最大のミッション！─

25周年！

お陰様で、
電脳㈱は9月2日で25歳！
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Live with passion「情熱をもって生きる
！」
我が社も25年と言う節目の

そんな若者たちには「人生に

全ては「鏡の法則」そんな醜

歳になりました。社員そしてそ

おける仕事」のあり方を説いて

く映し出された自分の姿を見て

の家族とごく親しい方をお招き

います。

「幸せな気持ち」にはなれない。

し、｢20歳を祝う会」と題して

万人に平等に与えられた24

近江商人の三方よしの心。社員

銀座のイベントホールで催して

時間のうちの83.3％が仕事に関

もその家族もお客様も仕入れ先

から「あっ」と言う間の5年の

わる時間であること、そして植

様も、関わる全ての方が「みん

歳月でした。

物で言えば「光合成」の源であ

なが幸せ」であることで映しだ

る光が散々と降り注ぐ時間、こ

される自分の姿を想像してみ

そして私にとっては、この5

んな貴重な時間である仕事の時

る。決して偽善でもなく、金欲、

年間は今後の人生をいきていく

間が楽しくなければ『幸せな人

物欲、勿論名誉欲は今の自分に

上で大きなターニングポイント

生（時間）
』とはならないと。

は微塵もない。だから今はとて
も幸せ。

だったと思います。
辛いこと、痛いことキツイこ
両親は母が甲状腺の癌とな

せにすることなんて到底不可

とは成長の証。

能！

り、父が難病指定を受けながら

人はとかく今までの生きてき

も「二人で一人、目となり手足

た経験の中で「できるできない」

となって」支え合い、二人で仲

を簡単に判断しそれを乗り越え

良く郷里で暮らしています。そ

て前へ進もうとしない。それで

して私自身の周りには新しい命

は今まで生きてきた自分自身の

が生まれました。命の尊さ、そ

延長でしかない。結果新しい自

スポーツでも、芸術でも、音

して命に限りがあること、人生

分は生まれない。人は自分の顕

楽でも、情熱をもって立ち向か

は一度きりであると言うことを

在する知識だけで「知りません、

うからこそ、そこに結果が生ま

教えられた5年間でもありまし

解りません」と言う。それでは

れる。結果が生まれるからこそ、

た。

そこで思考が停止してしまう。

もっと上手になりたいと思うし

勇気をもって乗り越えることに

楽しくなる。仕事でも同様のこ

そんな中で会社も大きく変革

は苦痛が伴う。辛い、痛い、キ

とが言える。ただ与えられたも

し、数年前から5年、10年先を

ツイ、それが今現実に自分が成

のを丹々と流していても楽しく

見据えた採用活動を続け、平均

長しているシグナルでもあるは

なるはずがない。その目的達成

年齢も大きく若返って活気溢れ

ず。

のために、アンテナを立て、五

る会社に生まれ変わりつつあり
ます。

感で吸収し、それに基づいてで
人を羨むこと、落とし入れる
こと、自己中心であること…
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自分が幸せでなければ人を幸
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きるところからひとつひとつ実
行していく。失敗したら「何故」

できるかどうかを、過去で判断しない（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！

＿

Toru Muroi
を検証し繰り返しチャレンジし
ていく。
必ずそこに結果が生まれる。
そんな思いに引っ張られるよ
12年前システム会社をたた

うに夢中で働いた。そして一緒

み、たったひとりになった。し

になって遊んだ。社員みんなで

かし悲壮感はまったくなかっ

オーストラリア旅行にもいっ

た。寧ろ晴れ晴れとした気持ち

た。北海道や沖縄にも行った。

だった。もう自分のことだけ考
えればいい、売上が上がらなけ

大いに酒も飲んだ。大いに語

れば全て自分の責任、資金がな

りあった。そして今、毎年恒例

ければ自分ひとりが我慢すれば

の「運動会」では全社員でいい

それで済む。単純明快だ。

汗を流し、クリスマスでは仮装
パーティでドンちゃん騒ぎ、そ

人の教育もしなくてよい。自

して仕事もアイデアを出し合い

分だけが納得のいく生き方をす

真剣勝負。こんな会社が今の私

ればいい。ここまで会社をやっ

にとっては居心地のいい空間。

てきてお金や売上不振より、社
内的な人との関わりが一番重か

2008年2009年と目がキラキ

った。「何故解ってくれないの

ラした新入社員が沢山入ってき

だろう？」、「何故」。悶々とす

た。そして2010年も。これか

ることが多かった。だからもう

らの5年が本当のチャレンジの

二度と社員は雇わないと心に誓

年。
「2015未来予想図」を社員

った。

全員で共有し、しっかりと情熱
をもって前を向いて進んでいき

それがいつの間にか一人また

ます。

一人と増えていった。しかし以
前とは決定的に違うことがあっ
た。みんな若かった。そしてそ
こには「素直さと情熱」があっ
た。

今後とも宜しくお願い申しあ
げます。

感謝は、いくら伝えても 減ることがない 無限の経営資源（起業家精神・人生を変えた言葉より）

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。

最高の人生を引き寄せる法
著 者：クリス岡崎
出版社：こう書房（2007/11/2）
定 価：1,500円
「あなたのなかにあ
る思いが、今この本
を 引 き 寄 せ た 」と 言
ってくれる一冊。ア
ンソニー・ロビンズ
やロバート・キヨサ
キから直接教えを受
けた著者が、パワー
ボキャブラリという、思考と行動と感
情に訴えかける非常に面白い手法を紹
介しながら、最高の人生の為のバイブ
ルに…。まさに「成功に偶然はない」

成功の五角形で勝利をつかめ
著 者：三田 紀房
出版社：大和書房（2008/5/22）
価 格：1,260円
ビジネスを学校の教
科書に見立てて、勉
強というものが将来
の自分の何になるの
かも解ってしまう。国
数理英数の5教科が、
読解力・コミュニケー
ション能力・ロジカル
シンキング能力仮説・検証力・ネットワー
ク力そしてクソ度胸の源となるとは…。
学生の時にもっと勉強しておけば〜と思
う人もいるかもしれない（笑）あのドラゴ
ン桜流で楽しく読める一冊である。
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去る6月23日に「OAランド大阪谷町店」がオープンいたしました！
営業拠点として、重要かつ念願の関西地区に進出できましたのも、ひ
とえに皆様のご支援の賜物と感謝しております。
すでに、足をお運びいただいたお客様をはじめ、エールをいただいた
皆様すべてに感謝を申し上げますと共に関西地域にて、たくさんのお客
様に愛される『OAランド』を目指してまいります！

こんにちは、この度、大阪谷町店の店長を務めさせていただ
く相川です。私は今まで、仙台店・蒲田店・両国店・八丁堀店
と務めさせていただきました。各店舗・各地域によりお客様にも特色が有
り、色々な違いを経験させていただいてきました。関東から関西へ行くこ
とには色々な方からお話を聞いていたことも有り、非常に不安な気持ちが
半分、楽しみな気持ちが半分でした。
オープンしてみれば、大阪谷町店へご来店いただいているお客様は非常
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町3-2-11
フラッグスビル1F
TEL：06-4790-8005
☆最寄駅の谷町四丁目から徒歩１分と
いう好立地。
府道30号線（谷町筋）
沿いの黄色い看板の目
立つ店舗です！
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に面白いお客様が多く、日々楽しくお話をさせていただいており、ホッと
しております。ただ、お客様は交渉がうますぎる！
（笑）もっと色々な話を
させていただき、関西のことを知りたいと思います。色々と教えてくださ
い！
まだ、オープンして1ヶ月ではありますが、今後、大阪の店舗を2店、3
店と増やしていければ…と気合十分であります。店舗が増えることにより、
より細かいサービスが可能となり、良い品をもっとお安く商品をご提供で
きるかもしれません！是非、是非、店舗へ足を運んで下さい。心よりお待
ちしております。

違います 他人を変えること 誓います 自分を変えること（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！

体育の時間

2009. 5. 23 第2回 電脳大運動会！ in河口湖
社会人になっても、綱引きをやるとは〜（汗;）
そうなんです！ 電脳社員は、心身ともに鍛えられているのです〜♪
年々、チームワーク、チーム名に拘りが… 新人北村くんの和太鼓で盛り上がりました。

体育の時間

2009. 6. 7 横田駅伝大会
電脳社員が、この大会に参加をはじめてから今年で5回目
となり、エントリーチーム数も増えました！
春入社の新人社員は必修研修だったような〜。電脳初の
女性社員参加に、男性社員も負けじとがんばりました。
皆さん、お疲れ様でした！

理科の時間

2009. 6. 6 グリーンエコツーリズム2009
第1回 田植え（in 群馬県邑楽郡にて）
とうとう、エコ活動開始！ 自社ブランド・電脳米を作るべく米作り隊有志が、田植えを開
始しました！ 短パンＴシャツに頭はほっかむり♪ 田んぼに縁のない若者が、せっせと横
一列に並んで、植えました。今年の夏は、やや寒く冷夏などと言われ、やれ地震・土砂崩
れ・はたまたハリケーン出現など荒れ狂う気候でしたが、秋の収穫が大変楽しみです。次回
かわら版プレゼントは、電脳米かもしれません!? お楽しみに!!

走るほど体は暖かくなる 感謝するほど心は暖かくなる（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！

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。

㈱オフィス・ソレイユ（東京都品川区）

㈱Acca effe（東京都練馬区）

アート興産㈱・支店（東京都渋谷区）

マイライフ㈱（埼玉県蕨市）

㈱八咫烏（ヤタガラス）（東京都中央区）

さくら法務事務所（東京都北区7月)

㈱テクノエッジ・支店（東京都立川市）
M&C SAATCHI（東京都渋谷区）
㈱フィット（東京都新宿区）

㈱ナイステック大阪営業所（大阪府摂津市）

NSET㈱・支店（神奈川県川崎市）

EC−WAN㈱（宮城県仙台市）

合同会社 新都心プロパティ（東京都渋谷区）

カナエフーズ㈱（宮城県仙台市）

㈱レアル（東京都渋谷区）

㈱ナイステック広島営業所（広島県三原市）

㈱温浴事業研究所（東京都渋谷区）

ジェームス山不動産販売㈱（兵庫県神戸市）

㈱ESTATIRA（東京都港区）

早稲田育英ゼミナール 桑名五反田教室
（三重県桑名市）
細野充弘税理士事務所（群馬県前橋市）

東洋水研㈱（東京都千代田区）
㈱フォーナイン（東京都港区）
㈱メディソリューションズ（東京都港区）

三田カンパニー（東京都江戸川区）

㈱ヴィンテージインターナショナル（東京都渋谷区） ㈱藤興産・東京支店（東京都中央区）
REXYS㈱（東京都北区）
エムエムカンパニー（東京都台東区）
㈱ネオスチール（東京都江戸川区）

㈲ミヤセツ（東京都中央区）
㈱サイエンス・インフォメーション・サービス
（東京都新宿区）

㈱ゆーくうる（東京都板橋区）
GP forum（神奈川県川崎市）
㈱アクアパートナー（東京都足立区）
㈱サウスカンパニー（東京都豊島区）
㈱アートマネージメント（東京都豊島区）

原医院（大阪府池田市）

㈲泰久建設（東京都新宿区）

㈲ネクストホーム（大阪府大阪市西区増設）
かもめ不動産（大阪府大阪市平野区）
㈱Spark（大阪府大阪市生野区）

※カッコ内は、所在地 ※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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今日の小さな差が、未来の大きな差になる（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！

私たちが考える

Designとは…

イタリア語でいう
Io risolvo il guaio della persona

「人の悩みを解決すること」
だと考えます
限られた予算の中でReference point（基準点）に着目し、
全てを贅沢に見せるのではなく経費をかけなくて良いところは経費を抑え、
投資すべきところは、ちょっと贅沢に見せることが大切です。
多大な経費をかけ立派なものを創るなら誰にでも出来ます。
しかし、そこには将来のビジョンがないように思います。
将来を見据えながら限られた予算の範疇で、その企業の未来に対して
コストパフォーマンスの良い投資をしていく、そんなお客様の要望に真心をもってお応えしていく。
それが私たちのスタイルです。
従って、従来のデザイン会社が提示する費用のような、
お客様から見て不透明で解り難い項目はなくし、明朗なものにしています。
今までの我社の店舗開発やオフィス設計の失敗も含めた沢山の経験を活かし、
お客様の目線に立ってアドバイスさせて頂きながら、
「夢の実現」と「幸せの実現」をお客様と一緒に目指すことを強く望んでいます。
次ページより、最近当社からオフィス移転・内装を施工されたお客様の声を紹介しています。
是非、参考にしてください。

迷った時、損か得かではなく、自分らしいかどうかで選ぶ（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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起業家
応援団！
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議論で大切なことは、何が正しいかではなく、何が理念に合っているか（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！

変えてはならないものは理念 変えながらやるのは手法（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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独立 開業

チラシが
同封され
ています

「なぜ会計事務所はこんなに料

えで、税理士の訪問回数によって

金が不明瞭なのだろう？」このよ

料金が変化する仕組みを導入しま

うな長年の疑問に対して、「会計

した。

起業家
応援団！

事務所の古い体質を変えられるん
じゃないか？」と思い、独立しま
した。

これによって当事務所の全ての
お客様の料金を見直したため、報

「どこが不明瞭なの？」と疑問

酬が減額となった事例も数社あ

に思う人もいると思いますが、税

り、一時的には減収にもなりまし

理士業界は以前、広告規制・報酬

たが、結果的には、公平感、サー

基準などがあり、「目立つ広告は

ビスに対しての割安感を感じてい

しない」「規定で最高限度額が決

ただく事ができて、顧問契約数の

まっているだけで、料金が不明確

拡大につながりました。税理士一

である」という仕組みとなってい

人の小さな会計事務所ですが、毎

ました。

月1社以上の新規顧問契約を得る

平成14年3月、広告規制・報酬
基準が撤廃されたのですが、今も
その古い体質のままの会計事務所
が多く、先生業という立場から、
税理士の都合によって訪問回数が
減ったり、サービスが低下するこ
とが起きています。
私は独立してすぐ、サービスの
改善を目指し、基本的にはお客様
のご質問にはその日のうちに回答
する仕組みを作り（難しい問題は

改善をしました。
税理士料金の事前開示が重要で
あると考え、料金を開示している
数少ない会計事務所を参考に、金

TEL：03-6272-4194
FAX：03-6272-4198
Mail：fujiyakaikei@keb.biglobe.ne.jp
URL：http://www.zeimusoudan.jp/
設立：平成20年4月1日

ことができました。
【プロフィール】
私は、会社の経理事務員約3年会
計事務所職員約10年で、昼間事務
ン生活から独立し、起業時の恐怖
所勤務しながら、夜間学校で毎日
感や孤独感をいやというほどあじ
勉強し、税理士資格を約15年かけ
て取得した苦労人です。
わいながら、やっとの思いで経営
20人程度の会計事務所の資産税
を軌道に乗せるに至りました。
部門の室長として資産税対策を行
これからは、経営者として勇気
いながら、当時法人23件、個人申
ある決断をした社長様と一緒に、 告25件程度の担当を受け持ち、不
動産業やサービス業、飲食業、他
税務・経理だけでなく経営のパー
主要8業種など様々の会計処理や業
トナーとしてお手伝いできたらと
種独自の特徴など経験した後退職
し、現在独立開業の夢を実現。
考えています。

こうして10年以上のサラリーマ

調べるのに時間を頂きますが）、
開業1年後に料金体系の徹底的な

代表 藤谷 亮
〒102-0093
東京都練馬区練馬1丁目2番11号
丸一ビル5階

どうぞ、フジヤ会計事務所をよ
ろしくお願い致します。

【税理士 藤谷のモットー】
①偉そうにしない税理士で話やすい
②わかりやすい説明で難しい言葉は
一切なし
③税務だけでなく他の経営相談がで
きパートナーとして社長様と一緒
に会社の方向性を考える

額が高くならず、かつサービスの
質を落とさない報酬を決定したう
10
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風が雲を吹き飛ばす 夢が不況を吹き飛ばす（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

売上5%相当額の赤字、月末預
金残高は売上の1日分程度、と財

の経営について話せるようになり
ました。

務内容が大変厳しい会社がありま

次に取り組んだのが「事業計画

した。会社存続のためには銀行の

書」の作成です。社長と議論をし

融資が不可欠でしたが、それまで

ながら単価・客数・日数や従業員

の顧問税理士から『融資は難しい』

数などを積みあげて年間の経営目

と言われ、弱気になっていた社長

標を設定しました。

は廃業することを真剣に考えてい
ました。

面談当日は原則、税理士は同席
できません。社長は「ノート」と

私に新しい顧問のお話しがあっ

「事業計画書」を持参して単身で

たのは、会社がそんな状態の頃で

面談にのぞみました。面談直後に

す。しかし、初めてお会いしたと

社長はお電話をくださいました。

きの社長の誠実な人柄をお見受け

『とりあえず伝えたいことは伝え

して「頑張ればきっと黒字化でき

られた』という社長の明るい声を

る」と私は確信しました。『あき

聞いて私は安心しました。

らめてはいけない、再チャレンジ

面談から1週間で銀行からは満

しましょう』と何度も社長を励ま

額回答が得られました。融資がお

しました。

りて事業が継続できたのはもちろ

改めてヤル気になった社長と最

ん、それ以上に嬉しかったのが社

初に取り組んだのが資金対策でし

長の顔に自信が戻ったことです。

た。銀行は基本的に過去の経営数

今まで苦手意識から何となく敬

字で融資判断をします。過去の数

遠してきた経営数字について、初

字は変えようがないので見込は厳

めて真剣に取り組み、説明した内

しいものでした。しかし「面談時

容を銀行から評価してもらえたこ

の社長の応対で挽回できることも

とが、経営者として自信につなが

ある」と社長を説得して一緒に対

ったのではないかと思います。

策に取り組みました。

税理士の仕事は書類作成だけで

まずは、社長に「業績悪化の原

はありません。良きパートナーと

因分析」や「業績回復の具体策」

して、事業はもちろん経営者ご本

を説明する練習をしていただきま

人の成長を支えることが使命だと

した。慣れない経験にはじめは悪

私は考えています。私の考えに共

戦苦闘していましたが、ご自身で

感していただける経営者の方がい

「ノート」をとりながら何度も練

らっしゃいましたら、ぜひご連絡

習するうちに、自分の言葉で自社

起業家
応援団！

ください！

あきらめない人は どの道を通っても 目的地に着く（起業家精神・人生を変えた言葉より）

所長 税理士 平井 満広
〒108-0023
東京都港区芝浦4-22-1
芝浦アイランド エアタワー1704
TEL：03-3452-7082
FAX：03-6303-3350
Mail：m̲hirai@hirai-ao.com
URL：http://www.hirai-ao.com/
Blog：http://blog.goo.ne.jp/hirai̲tax/
（平日毎日更新）
事業開始日：平成20年6月2日
Q1 座右の銘を教えてください
『会計を通じて人を幸せにする』です。
「会計を学ぶ人間には『会計を通じ
て人を幸せにする』使命がある」とい
う恩師の言葉に感動して、私は税理
士を志しました。悩んだり落ち込ん
だりしたときはいつもこの言葉に支え
てもらっています。
Q2 主なサービスを教えてください
・資料のお預かりから1週間以内に
試算表をご提供
・納税見込額は事前にお伝え。節税
対策もバッチリ！
・融資相談も全面バックアップ！ご
希望の方には面談練習も
・経営改善の切り札、事業計画書の
作成をサポート
・経営会議で現状分析。問題解決の
具体策を全社で検討
顧問料もご希望のサービスに合わせ
て事前にご提案するので安心です。
（規模や社歴などによっては、月額１
万円のお客様もいらっしゃいます）
ご相談は無料ですので、お気軽にお
問い合わせください！
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独立 開業

起業家
応援団！

COSMOSチャンネル

第2回

今年は、
『世界天文年』です
OAランド四谷店 菅田

皆様、日本で観測できる46年ぶ

を変えて上映が行われています。

りの皆既日食はご覧になられまし

他の展示物も、歴史的に重要な

たでしょうか？
夏はただでさえ夜空が最も華や
かになる季節ですが、今年はガリ

美智留

【国立天文台】
●三鷹キャンパス

観測器具や、最新の観測データや

〒181-8588

研究を基にした解説等、見ごたえ

東京都三鷹市大沢2-21-1

があります。

電話番号（代表）0422-34-3600
料金（無料）

レオ・ガリレイが望遠鏡を作り夜

私たちは膨張を続ける宇宙のな

空を観測した1609年から400年を

かの小さな星の生命体ですが、普

アクセス

記念とする、『世界天文年』でも

段、宇宙の一部であることを意識

①JR武蔵境駅より小田急バス

あります。そ

はしていないかもしれません。し

境91「狛江駅北口」行き

んな訳で今回

かし、日食や夜空を見ることで天

武蔵境南口3番乗り場より乗

は元天文部員

体の動きを感じれば、銀河に抱か

車。『天文台前』下車。所要

としての私の

れてさまざまな天体現象の中で

時間約15分。

お勧めスポッ

日々生かされていることを実感で

トをご紹介し

きます。

ます。

②京王線調布駅より小田急バス
境91「武蔵境駅南口」行き

私が次に行きたいと思っている

調布駅北口11番乗り場より乗

ところは、日本科学未来館です。

車。『天文台前』下車。所要

ある国立天文台に行ってきまし

立体視プラネタリウム作品『バー

時間約15分

た。国立天文台は、世界最先端の

スデイ〜宇宙とわたしをつなぐも

観測施設を擁する日本の天文学の

の〜』を見たいと思っています。

ナショナルセンターです。一部施

地球・太陽系・銀河系の誕生を描

設は常時公開しています。

き出す＝何万光年という時間を遡

私はつい最近、地元・三鷹市に

今回は、宇宙空間や天体現象を

る旅を上映するという内容です。

4次元で可視化するために開発さ

日食が終わった後も、各地で観

れた、
「4次元デジタル宇宙シアタ

望会や天文イベント等が催される

ー（4D2U）
」の一般公開が見たく

ので、皆様も今年は空を眺めてみ

て訪れました。4次元デジタル宇

てはいかがでしょうか。

宙シアターは、さまざまな宇宙空
間スケールと、それに対応した時
間スケールで変化する構造の描写
によって宇宙を「目のあたり」に
することを目指しています。3D

「皆既日食」2009年7月22日
（硫黄島沖にて）

【参考URL】
世界天文年
http://www.astronomy2009.jp/

4次元デジタル宇宙シアター 4D2U
http://www.nao.ac.jp/about/mtk/4d
される立体投影を見るのですが、
2u/index.html
私が見た『巨大銀河の形成』につ （4D2U公開上映は要予約）

眼鏡をかけて、スクリーンで上映

いての上映も、スケールの大きさ
を体感出来ました。解説付きで約
20分ですが、ほぼ一月毎にテーマ

12
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周りにはところどころ雲があったものの、
ほぼ天頂付近では、皆既となった太陽がよ
く見られました。皆既の継続時間は6分40
秒ほど。皆既中はコロナとダイヤモンドリ
ングが大変きれいに見え、特にコロナは東
西方向に大きく広がっているようすがわか
りました。《硫黄島近海の船上で皆既日食
を観察（国立天文台HPより抜粋）
》

『バースデイ〜宇宙とわたしをつなぐもの〜』
http://www.miraikan.jst.go.jp/domet
heater/birthday.html

あなたが思っている あなたより あなたは、はるかに 魅力にあふれている（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！

所沢メンテナンス部門
前回は「用紙の知識を得て紙詰まりを防ぐ」とい

山

い場所に設置されている機器は、非常に「紙詰まり」

う内容でしたが、今回は「機器設置環境及び用紙環

の発生しやすい状態になっています。当然ながら機

境の知識を得て紙詰まりを防ぐ」という内容で「紙

器の中に保管されている「用紙」も同様に「紙詰ま

詰まり」を未然に防ぐ知識を更にご説明させていた

り」の発生しやすい状態になっています。

だきます。

尚、
「用紙」に関する注意点として

メーカー問わず、コピー機・複合機のトラブル内
容で圧倒的に多いのが「紙詰まり」です。
機器の表示指示に従い、詰まった用紙を取り除い
て復旧する状態であれば、まだ良い方ですが、なか
なか簡単にいかないのが現状です。
また、修理のサービスマンが直ぐに訪問してきて

・使用する分だけの用紙をカセット内に入れ、そ
のまま放置しない（特に使用頻度の低い用紙）
・用紙をできるだけ湿気の少ない高い場所に保管
する
・機器に「保温ヒータースイッチ」があれば常時
ONにしておく

くれる事も難しい状況の中で、時間だけが刻一刻と

また、一般的に用紙の入っている包装紙は湿気予

過ぎていき、「紙詰まり」トラブルが発生した場合

防のコーティングが施されておりますが、一度開封

に仕事の障害になるケースが多々あると思います。

してしまうと「湿気」が入り込んでしまいますので

「用紙・設置環境の知識」を少しでも得て、その原

保管方法にはご注意ください。

因を抑えておくことで仕事の障害や気分的なイライ

設置環境ではその他に

ラも抑えられるはずです。

・「直射日光の当たる場所」

原因の内容としては「湿気」が最も多い原因の一
つであり、機器の故障や部品の劣化などによる原因
のものは、実はあまり多くありません。
梅雨の時期や外気との温度差が激しくなる季節な
どに、不思議と「紙詰まり」が多く発生してくるよ
うな経験が皆様あると思います。

・「ほこりの多い場所」
・「振動の多い場所」
などがあります。
上記に該当するような環境で機器を使用されてい
る方は、今一度、設置環境を見直していただけると

機器本体自体は、「湿気」・「外部からの熱の変
化」を極端に嫌います。冷・暖房器具、加湿器に近

《所沢CSSメンバー》
（ロナウジーニョ!?）
・前田・松田・篠原・

・「換気の悪い場所」

山・仙波

「紙詰まり」トラブルが減少する場合もありますの
で、是非ご参考にしてください。

《首都圏CSSメンバー》
本橋・中島・柴田・高橋・北村・中村・斉藤

石を投げると波紋が起こる 夢を語ると共感が起こる（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！

電脳起業家応援団では、熱い思いを胸に夢を抱いた起業家を応援しているコーナーです。
今年4月より開始した個別無料相談会も好評をいただいており、益々〝熱い〟起業家に直撃インタビュー！
！

チラシが
同封され
ています

プロデューサー 鳥居 崇

※2009年8月に登記が完了し、連絡先は下記に変わりました。
〒164-0001 東京都中野区中野5-16-5
〒175-0081 東京都板橋区新河岸2-8-20 TEL/FAX:050-7566-5522 http://www7.plala.or.jp/htp/
携帯：090-9333-7757 TEL：03-5904-0515 FAX：03-5094-0513 e-mail：taka-koziro@ivory.plala.or.jp

１．なぜ、こちらの個別相談会
に参加されようと思ったので
すか？
起業準備のためインターネッ

４．貴社（貴方）のPRをどうぞ
株式会社 H&T PLANNING
（エイチアンドティプランニング）
と申します。

（当然表裏も可能です）使用用途
にも広がりを持つ安価で斬新な
スクラッチ効果を実現できます。
最大の特徴は、削りカスが出

トでいろいろな無料相談会を検

弊社は、プランニングから納

ない仕様であることと、ブラッ

索し、御社の個別相談会ページ

品までをワンストップで請け負

クライトや水に浸しても中身が

を拝見させて頂きました。

う広告代理店です。

見えないという他社には無い完

御社の会社内容、代表取締役

主となる事業は、印刷物を中

全なセキュリティを実現してい

室井様の情報が詳しく掲載され

心とした企画販促となりますが、

ており大変わかりやすかったこ

現在積極的に取組んでいる事業

とと、他社に比べて安心感があ

として新スクラッチを用いた企

キャンペーン等に使用する通常

った点です。

画及び商品開発があります。

のスクラッチカードを始めとし、

ることです。
上記の新スクラッチを用いて、

また、初めて御社にお問い合

新スクラッチとは、従来の削

わせさせて頂いた時、スタッフ

りカスの出る銀スクラッチとは

様のご対応がとても良かったの

異なり、コインで擦ることによ

で参加の決断をさせて頂きまし

り文字（黒）・イラスト（黒）・

の概念をはずしたスクラッチ商

た。

モノクロ写真が浮かび上がるも

品の企画、開発に力を入れてお

のです。

り、印刷制作物としてはまった

２．一番相談したかった内容は、
何ですか？

特殊インクを用い通常の印刷
工程の中でスクラッチ加工を行

DM、広告チラシなど、幅広い企
画・作成をしています。
また、弊社は「当り・はずれ」

く新しい概念の商品を10月中旬
に発売予定しております。

・起業に対する心構え

うため、経費・日程の削減が可

是非、楽しみにしてください。

・問題なく融資を受けるために

能となり、またスクラッチ加工

※実用新案取得済

必要な書類の記載方法や、起

の個数、場所に制限がないため

業までのスケジュールや注意点
などです。
３．今回の相談会で、一番心に
残ったお話が何かありました
か？ また、それは何ですか？
最初は小さい規模でも確実に
進歩すること。
そして、事業計画書の作成法
や資金調達方法、事務所、機器
の準備方法などです。
14
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スクラッチ（某有名動物園の園内マップです）

可能性より決意（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！

電脳起業家応援団では、熱い思いを胸に夢を抱いた起業家を応援しているコーナーです。
今年4月より開始した個別無料相談会も好評をいただいており、益々〝熱い〟起業家に直撃インタビュー！
！

代表取締役／仕掛けニスト 東 大史（あずま たいし）
〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-6-4 アーバイル三軒茶屋102号
TEL：03-3421-2974 e-mail：taishibrian@ecobrand.jp URL：http://ecobrand.jp/
１．なぜ、こちらの個別相談会

ったりするのであれば、社員の

に参加されようと思ったので

喜ぶようなことにお金を使った

すか？

方がみんなが幸せになるという

起業を支援するところはたく

考え方に賛同します。

さんありますが、実際に事業を
立ち上げた後に継続することを

４．貴社（貴方）のPRをどうぞ

支援してもらえるところはあま

株式会社エコブランドではス

りなかったので、今後どのよう

トーリーに基づいた企業の環境

に展開していけばよいか相談に

ブランドづくりのお手伝いをし

うかがいました。

ております。

２．一番相談したかった内容は、

ない再生紙名刺を使っているの

たとえば実は古紙を使ってい
何ですか？

であれば要注意！貴社の環境ブ

新事業を立ち上げて、それを

ランドには黄色信号が点灯して

規模拡大していく際に必要な資

います。

金調達や公的機関の上手な付き

弊社では、間伐体験ができる

合い方など、実際の経営に関し

ような首都圏近郊の山林を借り

てご経験のある室井社長に相談

受け、そこで社員教育とCSR活

できました。

動の一石二鳥の取組みを支援し

※カーボン・オフセットとは、日常生活や
経済活動においてCO 2等の温室効果
ガスの排出について、まずできるだけ
排出量が減るよう削減努力を行い、ど
うしても排出される温室効果ガスにつ
いて、排出量に見合った温室効果ガ
スの削減活動に投資すること等によ
り、排出される温室効果ガスを埋め
合わせるという考え方。
（イギリスを始
めとした欧州、米国、欧州等での取組
が活発であり、我が国でも民間での
取組が拡がりつつあります）

ております。
３．今回の相談会で、一番心に

将来的にはそこに、カーボン

残ったお話が何かありました

オフセット※という仕組みも導入

か？ また、それは何ですか？

する予定です。

室井社長の社員への愛情の注
ぎ方が参考になりました。
利益調整のために高い車を買

名刺交換した際にそれが間伐
材名刺で、社員の口から間伐に
関する環境意識が取引先に伝え
られる、そんなストーリーに基
づいた環境に対応した経営のお
手伝いをいたします。
【事業内容】
▼環境ビジネス立ち上げ／ブランディング
▼環境イベント企画立案／地域活性化
【ecoコンWebサイト】
http://ecocom.chiegumi.jp/

迷ったら、楽な方に行くより、行くべき方に行く（起業家精神・人生を変えた言葉より）

【個別無料相談会】
・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
■参加費用：完全無料
■日
時：毎月第2・第4火曜日
13:00〜18:00（完全予約制）
■詳細はコチラまで
⇒TEL：03-3340-0070
無料相談会受付まで
「社長の悩みは
社長にしか分りませんからね。」
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写真で振り返る電脳株式会社の25年間

1985年9月

1987年8月

1989年5月

1993年10月

本社ビル2005年9月

平成7年所沢店

平成8年新宿店

平成12年所沢大型店

平成12年

平成14年

平成15年

平成16年池袋大山店

平成16年田町東京本店

平成16年仙台店

平成17年秋葉原店

平成18年八丁堀店

平成19年

平成19年両国店

平成19年練馬谷原店

平成20年四谷店＋OFFICE計画

平成21年大阪谷町店

平成21年

電脳トラック

電脳農場ECOプラン

平成21年「2015年に向けて」

□■編集後記■□
◆♪五月 早乙女 青田の水に〜…♪ 旧暦五月の「さ」は稲を植える月、早乙女
の「さ」は稲を植える乙女など、五月は「さの神」の月。異常気象の今夏、秋に
収穫米をお披露目できるよう、天に祈るばかりです。
【かわら子】
◆なんと今年も四分の三が終わります。年始に立てた目標や誓いなど、どのくらい
実現できていますか。残りあと三ヶ月。時間はあります。
【Dix-Huit】
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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

言葉には人格が出る 何を話すかよりも どんな生き方をするか（起業家精神・人生を変えた言葉より）

