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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お客様、そして社員のみなさんへ
＿

Toru Muroi
今年もいよいよ残すところあ

こう」をスローガンに色々なこ

ご自分の人生です。私からとや

と僅かですね。そしてこの一年、

とに挑戦して参りました。お陰

かく申し上げることはありませ

色々なことがありました。

様でお客様の数が今では、3年

ん。ただ『いい結果』を求める

経営の見地からは2008. 9.

前と比較し4倍の数と増えてま

のであれば、今からでも決して

15、約64兆円という史上最大

いりました。これも一重にお客

遅くありません。目標を12月

の倒産劇であるリーマンショッ

様そして仕入れ先様、社員の努

の内にしっかり立ててみること

クから端を発し、世界的な金融

力の賜物と感謝申しあげる次第

が大切かと思い、自身の目標は

危機を招いた不況の波。そのた

です。

既に立てました。そしてそれを

人事に関しましても今年で4

暗記し、会社の事業計画もそう

経費削減のための買え控えが増

年目を迎えた大卒者の新規採

ですが四半期ごとに結果を可視

えたためか、多くの業界同様に

用、教育。そして全社員の研修

できるようグラフ化することが

厳しい風が吹いている状況で

を通じての教育によるところの

目標達成には不可欠かと思いま

す。

社内活性化も良い方向に進んで

す。

め、我々のオフィス関連業界も、

そんな中で我が社は、たくさ

最期になりますが、我が社も

んのマスコミの方からの取材を

また今年も色々な楽しい、そ

2010年9月1日で満25歳となり

頂戴しました。朝日新聞、毎日

して苦しい行事がありました。

ます。更なる進化の年と位置づ

新聞の朝刊全国紙一面での掲載

4月のフットサル大会から始ま

け、虎のごとく全力で走ってい

記事、テレビ東京の『ガイアの

り、河口湖運動会・横田駅伝・

きましょう。そして昨年同様

夜明け』、日本テレビのサンデ

群馬県板倉での田植えそして稲

を目指し

ーNEXTなどなど。そしてテレ

刈り。また初の試みである8月

て一丸となって邁進できれば

ビ朝日のスーパーモーニングで

8日のプラス研修所における全

幸いです。

は経済学者の森永卓郎氏より、

社員宿泊研修。全社員参加のマ

恐れ多くも今大きく成長してい

ニフェスト（宣言）の発表会。

るユニクロやニトリ、ABCマ

組織の大改革。少しずつ環境の

ートといった企業と同じテーブ

変化にあわせて進化しつつあり

ルの上で我が社のビジネスモデ

ます。

また昨年より『A350戦略』
と称して

の感謝

ざいました。
新年も我が社に関わる全ての
祈念申し上げます。

標の達成率はどうでしたか、達
成できた人、出来なかった人、

の気持ちで親切をモットーに3

もう少しのところまできていた

年以内に「良いお客様の心をガ

人、目標すら立てていなかった

ッチリ掴むための努力をしてい

人、色々かと思います。全ては
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一年間、本当にありがとうご

方が幸多い年でありますようご

さて、今年の初めに立てた目

ルをご評価頂きました。
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おります。

室井 亨

好景気は会社を伸ばし、不景気は人を伸ばす（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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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。

プロノバ㈱（東京都中央区）
㈲三井ビル（東京都文京区）

㈱サンテックジャパン（東京支店）
（東京都港区）
㈱NIPPOファシリティーズ（東京都港区）
㈱月陽（東京都大田区）
朝日国際行政書士事務所（東京都港区）
㈲ヒロブライダルインプレス
（東京都港区）
㈱ファインズ（東京都新宿区）
㈱モディック
（東京都品川区）

テスコ㈱（和歌山県橋本市）
コスモエンジニアリング㈱（神奈川県横浜市）
㈲ランド・ファミリア（東京都東村山市）
㈱ミナシア（埼玉県北足立郡）
所沢神経クリニック
（埼玉県所沢市）
㈲ローズブルーム
（埼玉県坂戸市）

学研CIAスクール（山梨県甲府市）
㈱シーキューブ（東京都文京区）
メディケアジャパン㈱（東京都台東区）
㈱HAT（東京都千代田区）
お茶の水総合会計事務所（東京都千代田区）
司法書士大浦高広（千葉県船橋市）
看護ラボラトリー（東京都墨田区）
サンフラワー法律事務所（東京都港区）
弁護士 赤塚順一郎（東京都中野区）
セージ・オートモーティブ・インテリア㈱（東京都港区）

㈱ブッシュバッシュ
（東京都江戸川区）
今津法律事務所（東京都中央区）

エイブラハム㈱（東京都世田谷区）
城北不動産㈱・2号店（東京都練馬区）
㈱コンテンツランド（東京都北区）

カズ コーポレーション（東京都墨田区亀沢）
㈱カトウ
（東京都江戸川区）
個太郎塾 五反野教室所（東京都足立区）
㈱ワイテックス
（東京都渋谷区）
㈱勝木研二商店（東京都中央区）
鈴木礼二（エスアイシ㈱）
（東京都台東区）
HAPLUS㈱（東京都墨田区）
㈱語文研究社（東京都墨田区）
㈱富士ベストプランイング（千葉県千葉市）
㈱Nサーベイ
（東京都小平市）
（合）
コビト地所（千葉県鎌ヶ谷市）

㈱ベック
（所沢支店）
（埼玉県所沢市)
㈱ライフクリエイト
（東京都練馬区）
㈲ケーワン（東京都練馬区）
㈲洋匠開発（東京都杉並区）
㈱アヴァンス
（東京都練馬区）

シンプルライフ地所㈱（大阪市東淀川区）
㈱クリーン商事（大阪市中央区）
㈱ファームライズ（大阪市中央区）
税理士事務所まつおか（大阪市天王寺区）
さかいセレモニー（大阪府堺市）
濱浪税理士事務所（大阪府茨城市）
南海建物（兵庫県西宮市）
㈱アルコインターナショナル（兵庫県西宮市）
㈱山野デザイン（大阪市天王寺区）
㈱バリューモア（大阪市中央区）
淡路屋デザインコーポレーション（大阪市中央区）

仙台アセットコンサルタンツ㈱（宮城県仙台市）
㈲トップグロウ 仙台営業所（宮城県仙台市）
㈱グリーン仙台警備（宮城県名取市）
杉プロセス㈲（宮城県仙台市）
㈱グローバルワン 仙台支社（宮城県仙台市）
ぞうさん弁当（宮城県仙台市）
㈱協立エンジニアリング（宮城県仙台市）
㈱アドヴァンス
（宮城県仙台市）

※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。

行きたいところを見わたせば 目の前のことは、気にならなくなる（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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この半年を振り返って
「もう半年!?」この言葉に尽き
ます。
まず初めに、八丁堀店に配属に
なってからのことを振り返ってみ
ようと思います。
入社してわずか2ヶ月足らずで、
新人だけの店舗 八丁堀店 がス
タートしました。正直、右も左も

2009年4月入社
福嶋 真隆（長崎大学卒）

分からない中で、店舗に入ること
に若干ながらの不安を感じつつ、
「やるぞ！」と意気込んでいたよ
うに感じます。

るでしょうか？田植え、稲刈りを

いざ店舗に入ってみると、何も

通して、実りの喜びを知り、参加

できない自分に気づきました。お

したみんなの団結力まで高まった

客様へ対応することで言うと、商

ように思います。そして何より…

品に対する知識が無いので、「こ

楽しかった。

れ欲しいのだけれど、どうなって

多くのことを経験しているせい

いるの？」と商品の事を聞かれた

か、本当に時間が経つのが早く感

ら、汗をかきながら調べて話す、

じます。いわゆる「フロー体験」

そんな日々が続きました。書類の

の中で、仕事上のことでも、個人

作成や、発注から納品の業務、フ

的なことでも、何か成長できるこ

ォロー等、実際の現場で体験しな

とはないだろうかと、模索が続く

がら覚えたからこそ、身に付くの

毎日です。常に、仕事に対しては

が早かったように思います。今思

前向きな姿勢で取り組んでいま

えば、汗を流した分だけ、自分の

す。そして、モットーである「親

身になっているように感じます。

切第一」を、本当の意味で達成で

この半年間で覚えたことは、これ

きるように、これからの仕事に取

からの仕事の大きな基礎となって

り組んで行こうと感じます。2年

くれることでしょう。

後、3年後にはどれだけ成長して

次に、数多くある社内イベント

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。

星野リゾート事件簿
著 者：中沢 康彦
出版社：日経BP社（2009/6/18）
価 格：1,575円
「事件こそが新しい
サクセスストーリー
を生む」破綻したホ
テルや旅館の再生ド
ラマである。本書の
主役は、星野リゾー
トが運営する全国の
ホテルや旅館のスタ
ッフである。顧客満足度を高めるため
に、何ができるか。その謎を解くため
に、スタッフが自分で考え、悩み、行
動し、周囲のスタッフを巻き込む―。
常に答えは現場にあるという臨場感が
面白い。

いるか、自分でも楽しみです！

の中でも一番印象に残っている稲

最後になりましたが、このよう

刈りと田植えについて話します。

に私の成長にとって貴重な経験を

新ホウレンソウの本

普段はあまり外で作業をするこ

させて頂いていることを、大変有

とが少ないのですが、田植えは泥

り難く思っています。入社からこ

著 者：細川 馨
出版社：中経出版（2005/11）
価 格：1,365円

だらけになりながら、思い切り稲

れまでお世話になった方々への感

を植えてきました。そして稲刈り

謝の意を示し、結びとさせて頂き

は、実りの喜びを感じつつ、一株

ます。まだまだヒヨっ子ですが、

ずつ手刈りで作業を行いました。

ポジティブに仕事に取り組みます

本格的にやぐらまで組んで、天日

ので、これからも宜しくお願いし

干しまでしました。そして、作業

ます！

が終わると、参加者みんなでご飯

4

を食べる。こんな幸せなことがあ
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報告・連絡・相談は上
司から行なうのがい
まの時代。そうすれ
ば自然と、部下は上
司にホウレンソウを
するようになる。ITツ
ールも使った新しい
活用術を紹介しなが
ら、これまでの常識をくつがえす革新的
な方法を提示。特に「報連相シート」等は
即、実行可能で取り組みやすい内容です。

毎日やっていることが、未来になる（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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入社して半年を振り返る
入社して半年が経ちました。半
年前までは大学生として生活して
いたなんて思えないくらい中身の
濃い半年間。また、中身が濃い分
あっという間な半年間でもありま
した。
学生と社会人とを比べてみて私
が大きく変わったことと聞かれる

2009年4月入社
種田 浩幸（東洋大学卒）

と、「何だろう？」と思ってしま
いますが、一つだけよく聞くよう
になった言葉があります。それは
『責任』です。
ここだけの話ですが、学生の頃

は、学生の頃、いや、小さい頃か
ら何も変わることではありませ
ん。

は『責任』という言葉はあまり好

お客様にとっても、友達にとっ

きではありませんでした。あなた

ても、家族にとっても何にとって

に任せるから責められるのもあな

も同じです。約束は守るという小

たです。そんなニュアンスが『責

さい頃の教えが役にたっていま

任』ということかと私の中で思っ

す。

ています。（漢字を読んだままで
すが…）

また、私にとっては、この半年
間で出会ったお客様や上司、多く

ですので、学生時代は任されて

の人から多くのことを教えて頂く

もあまり責められない副キャプテ

ことが出来ました。この場を借り

ンや副リーダーといったポディシ

てお礼を述べさせて頂きます。本

ョンが好きでした。（楽をする事

当にありがとうございます。

が好きということもありました。
）

また、これからも出会った人々、

そんな私ですが、今現在、八丁

これから出会う人々にたくさんの

堀店の店長を任せて頂いていま

経験や知識を得ることが出来ると

す。これは、学生時代では想像も

思っています。

していなかった出来事でした。
そしてこの出来事により『責任』

私にとって出来ることは、約束
を守ることくらいですが、今後、

という言葉と向き合うようになり

責任もしっかり果たせる人物へと

ました。また自覚が芽生えたのか

育っていきます。

も知れません。
ですが、今の私では、責任を取

今後ともよろしくお願いいたし
ます。

るということになるとどこまで
『責』に対応出来るかについては
自信を持てないところではありま
す。
しかしながら、約束を守るとい
うことであれば私の中では自信を
持って、出来ると言えます。これ

数字を競うより 心のあり方を競う（起業家精神・人生を変えた言葉より）

電脳かわら版 Vol.26

5

独立 開業

起業家
応援団！

ニンニン鈴木の

最終回

株式会社ニンニンドットコム
読者の皆さん、あと少しで年が
明け、はじまりますね。1年が。こ
の「インターネットマーケティング相
談所」
もついに第10回を迎えること
ができました。そしてこのコラムは
今回で最終回です。
。・゜
・(ノД̀)・゜
・。
さて、これまで9回にわたって、
当社に寄せられたインターネットマ
ーケティングに関する相談内容を
紹介してきました。それらは、すべ
て実例に基づくものですが、どんな
業種であっても、その考え方はい
つもシンプルです。
（是非、これまでのバックナンバー
をご覧ください。
）
http://www.nin2.com/column/
インターネットだから、コンピュー
ターだからと難しく考えてはいけ
ません。インターネットでの商売も、
通常の商売もまったく同じです。
日々、商品を販売する店員さんや
営業マンが考えることと何も変わ
りはありません。基本的にホーム
ページに訪れるということは、検索
者が探している、
「探し物」がその
ホームページにあるということで
す。そして、皆さんがそうであるよ
うに、ホームページの画面は1人で
見ています。
「どのようなホームページにすれ
ば売れるのかわからない。。」と難
しく考える前に、ホームページの
画面の先で今見ているであろう、
訪問者は、あなたが行っている得
意なサービスに対して何かしらの
興味がある1人のお客様候補と思

6

電脳かわら版 Vol.26

鈴木 忍

えばいいのです。
その言葉はどこにも残らず、毎回、
日々、商品を販売するために説
顧客相手に話さなければいけませ
明のしかたを模索する営業マン
んが、ホームページはすべて残り
や、日々商品が売れるように陳列を
ます。
変えるショップ店員のように、本気
書き溜めた言葉は積み重なり、厚
で営業トークをホームページ上に
みを増した営業トークがその都度
書き続けて欲しいと思います。
訪れた来訪者を説得します。
時にはその商品の特徴をアピー
だからインターネットで一度あが
ルし、時にはその商品について頂
った売上げは伸びることはあって
いたお客様の声を紹介する。料金
も、落ちないのです。
がいかにお得かを説明することも
たった6ヶ月間で十分です。本気
あれば、商品についての質問に対
で営業トークをインターネット上で
して回答するときもあるでしょう。 展開してください。
時にはその商品にぴったりの利用
日々
「ホームページを見たんです
事例を紹介したりもしますよね。開
けど。
。
」
という電話が鳴りやまない
発者の想いを伝えたり、あなた自
日々を信じて、小さな会社や地方
身の人柄を紹介することもあるで
の会社ほど、企業体力の影響を感
しょう。結局、普段の営業と何の
じさせないインターネットを使って
変わりもありません。
ビシネスを成長させて欲しいと思
私は、現在の仕事の前に錦糸町
います。
の事務用品販売の会社でホームペ
最後に、出来るだけ多く企業様
ージ担当をしていました。目の前の
が僕がかつて味わった「ホームペ
お客様への対応と違い、周囲の社
ージを見た」
というお客様からの電
員からは見えない顧客に対して営
話やメールがとまらない喜びを味
業トークをコツコツホームページに
わって欲しいと思います。
載せるわけですから、時には「仕
事をしているのかしていないのか
今回の一言。
わからない。」という声もあったと 「インターネットっておもしろい！」
思います。
では！(^0^)/˜˜
それでも、可能性を信じてコツ
コツ営業トークをホームページ上
に掲載し続ければ、絶対に探され
ます。かつて「体育の家庭教師」
と
いう誰も知らないサービスですら、
探されて問い合わせがきて、立ち
上げて5年たった今でも、依頼はす
株式会社ニンニンドットコム
代表：鈴木 忍
べてホームページからいただいて
www.nin2.com
いるのです。
TEL 03-5229-8190
営業トークは一度話してしまうと
10：00〜19：00（土日祝日除く）

本気になったら、何をやっても成功する 成功していなければ、まだ本気ではない（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！

ヒストリーチャンネル

第3回

歴史学のススメ
OAランド四谷店 菅田

『戦国ブーム』や『歴女』…日

せっかくの機会なので、ここで、

美智留

私たちは、常に過去から何かを発

本は何かが流行ると新しい単語が

私が歴史好きになって良かったと

見したり学んだりすることが出来

生まれますね。今回はブームに乗

思うメリットをさらっとご紹介し

ます。

っかって、徒然に一筆書いてみよ

てみます。

うと思います。

それでは最後に、今から時代モ
●雑学が身につく

ノにハマりたい方・もう既にハマ

私はといえば、歴史をモチーフ

興味を持って歴史上の事件や人

にした漫画や、大河ドラマ『独眼

物を追っていると、現在当たり前

竜 伊達政宗』を見て幕末史・戦

に使っている事物の由来や起源、

国史に興味をもち、中学生の時分

歴史上の『初めて』や発明、当時

には司馬遼太郎や池波正太郎を読

の風俗、名物料理等、色々な情報

2006年2月10日、神田小川町に1

むという、そこそこ王道な入り方

が得られます。

号店がオープン。日本ではじめて、

介します。
『時代屋』

『歴史時代書房』と銘打った専門

をしました。最近のブームの一因
と言われている戦国ゲームにも手

っている方にお勧めのお店をご紹

●旅行が楽しい

書店。ゲームあり、遊びあり、茶

をつけたりもしていますが、ここ

旅先の名物に触れるだけではな

屋もありのエンターテイメント型

数年で戦国史がことさら流行って

く、史跡や遺跡を訪れたり、その

の書店です。時代・歴史マニアは

いるのが返って不思議な気分で

土地の過去を知っていることで、

もちろん、そうでない方でも楽し

す。

より旅行が楽しめます。

める専門書店です。

つい10年前まで、戦国史研究は
政治史や社会経済学史的アプロー

●話の幅が広がる

チが多く、武将の名言や合戦術等

年齢層が違う人、出身地が異な

からリーダーシップ・成功術を学

る人、趣味が異なる人とでも、相

ぼうという類の本はあっても、思

手の出身地の偉人や、その土地の

想史や、個々の武将たちに迫った

歴史・文化を知っていると、初対

研究は少なかったように思いま

面でも結構話せます。

す。その役割を担うのは歴史小説
でした。

メリットなんて要らないから

ですが最近はむしろ、特定の人

なんとなく気軽にブームに乗って

物の特集や研究本が多く出ている

みたい 方は、流行っている漫画

ことからも、『ブーム』を体感で

やゲーム・ドラマ等から入れば気

きます。戦国グッズや、家紋・甲

軽に楽しめると思います。いつハ

冑等のデザインを取り入れた服飾

マっても遅くありません。舞台が

品が、史跡の周囲の土産物屋以外

『過去の事実』だからです。今ま

にも溢れているのを見ると、確か

さに流行っている物自体はゲーム

に、ここ数年でブームは来たのだ

やドラマなので流行があります

と感じます。

が、歴史自体は揺るがぬ過去です。

http://www.jidai-ya.com/

所沢店の歴史マニアの
机の上は有名戦国武
将のコーヒー缶が…

廃れることがありません。そして

気にしないこと、過去の失敗 気にすること、失敗の意味（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！

今まで何度か好景気と不景気の
繰り返しを経験してきましたが、

立運営』というHPを運営してお
ります。
（http://www.llp.ne.jp）

現在の不景気は、なかなか抜け出

今までにインターネット関連の

すことが、難しいとみられていま

ビジネスで3度の起業経験があり

す。

ます。また現在も税理士の立場か

少子高齢化の進行による国内経
済力の低下は、不可避の状況であ

ら、数多くの起業家の方々の経営
相談を受けています。

り、金融危機に端を発する信用収
縮で、借入れや信用での商取引が
萎縮しているのが現状です。
しかし、これからビジネスを始

昔であれば、起業した時点では、
商品開発、企画、マーケティング、
営業といった収益を生む基幹部分

めようとしている起業家にとって

をがむしゃらに頑張っていけば、

は、絶好のチャンスとも言えます。

収入も比例して増えていき、ある

以前からビジネスを行ってきて

程度の事業規模になってから、税

いる企業は、従前の経済環境に順

金や経営に関してフォローすれば

応した組織体制、サービスを抱え

十分だったかもしれません。

ているため、急激な経済環境の変

しかし、今は総力戦で事業に臨

化には対応が遅れるという特徴が

まなければ、なかなか軌道に乗せ

あります。そして、企業規模が大

ることが難しい時代になってきま

きくなればなるほど、柔軟かつ機

した。

敏な対応が苦手です。
新しく事業を始める起業家は、

税金（納税）を含むキャッシュ
フローを把握し、どのような仕事

現在の外部環境を前提に競争力の

を取っていくべきなのか？といっ

ある商品、サービスをマーケット

た経営ノウハウを習得しておかな

に投入することができるため、こ

いと、あらぬ方向へと会社経営の

こに勝機があります。

舵(かじ)をきってしまいかねませ

現在の経済環境に負けずに、果
敢に挑戦する起業家が、数多く誕
生することを願っています。

ん。
DIYタックス事務局では、起業

税理士 阪口 雅則
〒101-0065
東京都千代田区西神田2-5-9
HIビル5F
TEL：03-5276-2225
FAX：03-5276-2226
Mail：info@diytax.jp
URL：http://www.diytax.jp/s01/
設立：2002年11月1日
社名の由来：AXESSは私が独立して事
業を行うようになって、大変お世
話になった経営者の方の社名か
ら、勝手に頂戴しました。
（もちろ
ん、事後報告はしました。
）
Q1 なぜ、起業したのですか？
学生のときから、経営に興味があり
自分の可能性を試したいと強く思っ
ていました。組織内の評価ではなく、
自身の評価をマーケットが下すとい
う点に魅力を感じていたのだと思い
ます。
Q2 座右の銘を教えてください
『憂き事のなおこの上に積もれかし、
限りある身の力試さむ』
Q3 今後の夢や目標は？
自分が手がけたビジネスを1つずつ
着実に育てていくことが、
目標です。

家の方に向けたノウハウ提供に力
を入れています。ご興味を持って

こんにちは、DIY
（Do it yourself）
タックス事務局の阪口と申しま
す。現在AXESS総合会計事務所

頂けましたら、是非一度ホームペ
ージをご覧下さい。
（http://www.diytax.jp/s01/）

を主宰し、また『LLPかんたん設
8
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迷ったら、人に会う（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

私は、某医療機器メーカーの在

この様な様々な体験の中で少し

宅医療分野で勤務をして来まし

でも社会に貢献できる企業又は、

た。以前の仕事は、医療機関への

安心・安全で生活できる環境をご

医療機器営業、エンドユーザーの

提案出来ればと思いました。医療

患者様のサポート業務を経て、販

機器・福祉用具の販売・貸与事業

売管理責任者として一貫して行っ

を初め、生命保険事業・セキュリ

て参りました。その中でも印象に

ティー事業・ミネラルウォーター

残った事も数多く、今でも脳裏に

サーバーレンタル事業など数多く

焼きついております。

の事業展開をしていく所存で御座

一例ですが、1つ目は患者様の

起業家
応援団！

います。

死、様々な家族環境があるように

現在は、他社には無いクリーン

患者様の死後の家族の様子も様々

エアシステムを搭載したナチュラ

で、泣き崩れ、寄り添う家族もあ

ルミネラルウォーターサーバーを

れば、何事も無かった様に事務的

無料にてレンタルしております。

に処理する家族。これには愕然と

天然水の定期購入が条件となりま

しました。少なくとも今までお世

す。送料無料。重い水を自宅まで

話になった人なのに…。2つ目は、

運ばずに済みますし、一年中温冷

身寄りが居ないお年寄りが一人悪

水が楽しめます。

臭漂う、薄暗く雑然とした部屋で

又、指紋認証と小型のカードに

ポツリ細々と生活を送っている

て鍵の開錠が出来る電子錠を取り

姿。ちょこちょこと顔を出して会

扱っております。カード又は指紋

話を試みてみるが何処となく元気

をかざすだけで鍵が開錠し、扉が

がない。かといって、自分に出来

閉まると自動で施錠する事も出来

る事がこれ位しか無いと非力さを

ますので、家で一人留守をしがち

感じたこと。3つ目は、介護疲れ

な小さいお子様を持つ御家庭や手

で身内を手にかけてしまった家

先の不自由なお年寄りには、優し

族、本当に心が痛みました。

い商品です。もちろん個人情報な
どの機密事項の多い企業様にも最
適です。オプションにて入室履歴
を管理出来ます。

代表取締役 関山 憲一
〒338-0001
埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2
mio新都心5F
TEL：048-859-6864
FAX：048-859-6827
Mail：info@kemia.co.jp
URL：http://www.kemia.co.jp/index.html
社名の由来：ケミアとは私の家族の名
前の頭文字を取って付けた名前
と安心・安全を日本中の方々に
サポートして行く企業でありたい
とし、命名いたしました。

Q1 なぜ、起業したのですか？
私個人、もともと正義感が小さい頃
より強く、弱者・困っている人に対
しては、見て見ぬ振りが出来ずつい
つい拘る事になりがちに･･･そんな
性分が今もあり、弱者や困っている
人の役にたつ会社を作ろうと思い起
業をいたしました。
Q2 座右の銘を教えてください
相田みつを先生の「いい事はおかげ
さま、悪い事は身から出たさび」。現
代人の多くはこの逆で「いい事は、自
分のおかげ、悪い事は人の責」、考
えさせられます。
Q3 今後の夢や目標は？
一人でも多くの人に役に立つ起業に
なる事です。
「いい事はおかげさま、
悪い事は身から出たさび」
なのです。

是非一度、ご提案させていただ
き、ご縁を築く事が出来れば幸い
です。

自分が置かれている状況を嘆くより、自分が置かれている状況の意味を考えてみる（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

当事務所は、
「企業法務」と「遺

2．遺言作成から遺言執行まで

言・相続」を専門としたブティック

相続は誰にでも起こる問題で

型法律事務所を目指しています。

す。私は、相続をきっかけとして、

事務所は、四谷三丁目駅から徒歩2

仲の良かった兄弟が疎遠になって

分の新宿通り沿いに位置し、安心

しまう残念なケースを何度も見て

してご相談していただける応接室

きました。遺言は、相続による紛争

と会議室を用意しております。ご

を事前に回避するための、唯一・

興味のある方は、一度ご連絡をい

確実な方法といえます。また、遺

ただければと思います。

言書を作成していても、法律が定
める要件を満たさないために、
そ

1．顧問弁護士について

の効力が認められず、トラブルに発

当事務所は、一部上場企業から

展するケースも多くございます。そ

中小零細企業に至るまで、様々な

のようなことにならないよう、
専門

会社のご相談をお受けしています。

家に相談して有効な『遺言』を作成

会社を経営していると、ときに、取

することをお勧めします。

引先との問題、従業員との問題な

当事務所では、遺言書の作成か

どにぶつかることがあります。そん

ら執行までの一連の業務を専門と

なとき、顧問弁護士がいれば、
早い

して取り扱っておりますので、お

段階で適切な対応をすることがで

気軽にお問い合わせいただければ

き、紛争を事前に予防することが

起業家
応援団！

と思います。

可能となります。また、顧問弁護士

【遺言書の作成手数料】

を有している会社は、対外的・社

◆10万円〜（消費税別）

会的信用も高まります。顧問料は
全額経費として損金処理できます
ので、法務部門のスタッフを雇うよ
りもはるかに効率的で高い効果を
得ることができます。
【顧問料】

代表弁護士 田代 宏樹
〒160-0004
東京都新宿区四谷三丁目13番11号
栄ビル3階
TEL：03-5312-1581
FAX：03-5312-1582
Mail：info@grandir-office.jp
URL：http://www.grandir-office.jp
設立：平成19年9月

【プロフィール】
1968年 東京都出身
慶應義塾高等学校卒業
慶應義塾大学経済学部卒業
2002年 最高裁判所司法修習所入所
2003年 弁護士登録
上野・安藤法律事務所入所
2007年 グランディール法律事務所
設立
2008年 日本弁護士連合会代議員
東京弁護士会新進会員活動
委員会副委員長
【実績】
・株主総会指導（東証一部上場企業）
・買収防衛策に関する第三者独立委
員会委員
【趣味】
ゴルフ・お酒・食べ歩き

◆月額3万円〜（消費税別）
企業規模や相談頻度等に応じて
応相談（新規開業企業の中には月
額顧問料2万円で対応させていた
だいている会社もございます。
）
。
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★詳細は、TEL、FAX、メール
で、お問い合わせください。
★事務所の詳細は、ホームペー
ジをご覧ください。

人生に迷わないために、夢がある（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！

「新しい製品を作ったんだけど、

不安が解消し、これが会社全体の

どうすればいいか？」。こんな漠

事業アップに結び付いています。

然としたご相談を、開業当初から

ある会社に対しては、弁理士が毎

たくさんいただいております。そ

月開発会議に参加し、その中で特

もそも「知的財産」って何なのか、

許として保護していけそうな技術

一般の方には非常に難しい問題で

を積極的に出願していくようにし

すし、それに対する対応も様々で

たところ、技術力が飛躍的にアッ

す。そんなお客様の「何を質問し

プしました。また、競合他社が所

ていいかわからない」という状況

有している権利や、使用している

を打破すべく、当事務所では「知

技術や商標を定期的に監視したこ

財戦略コンサルティング」を重視

とで、安心して新規事業を始めら

してまいりました。

れる、という効果が得られました。

知的財産の保護には、様々な特

さらには、権利侵害の警告が来た

別なルールがあって、例えば、製

際に相手方に対して迅速かつ誠実

品を売り出してしまったり、客先

な対応をとったところ、争いに発

に提案してしまっただけでも、原

展することなく円満に解決し、無

則、特許をとることはできません。

駄な出費を抑えることができまし

また、他人の権利の存在を知らな

た。

くても、それを使ってしまったら

このところ、
「特許を活用する」

侵害になります。このようなこと

という意識が広まりつつあります

を会社内の一部の人間が理解して

が、なかなか特許で直接的に収益

いても、社員全員に徹底させるこ

を上げることは困難です。ですが、

とはなかなか困難です。「販売前

知財を「戦略的に」
、かつ、
「攻め」

の製品を違う部署がプレスリリー

と「守り」を調和させて活用する

スしてしまったため、権利が取れ

ことで、間接的に、会社全体の業

なくなった」
、
「業界一位だったが、

績を伸ばすことは可能です。是非、

後発の会社に特許をたくさん取ら

「知財戦略」を事業の一環に取り

れてしまい、警告が来た」という

入れてみてはいかがでしょうか。

ご相談も受けてまいりました。
現在では、上述したいずれの会
社も当事務所のコンサルティング
を受けていただいておりますが、
定期的に訪問し、社員の知財意識
を徹底することで、知財に関する

話す言葉を選ぶ前に、話す気持ちを選ぶ（起業家精神・人生を変えた言葉より）

代表 馬場 資博
【埼玉オフィス】
埼玉県川越市菅原町25-1
石井ビル2階
TEL：049-228-6860
FAX：049-228-6861
Mail：info@bb-patent.com
URL：http://www.bb-patent.com
URL：http://prc-ip.com/

【東京オフィス】
東京都新宿区西新宿3-1-5
新宿嘉泉ビル8F
TEL：0120-287-860
Mail：info@bb-patent.com
設立：平成17年4月1日
従業員数：10名（弁理士3名）
関連会社：株式会社アートラック
（システム開発、ITコンサル
事業）
関連会社HP：http://artrack.jp/
Q1 主なサービスを教えてください。
■特許事務所におけるサービス
・知財戦略コンサルティング
・特許、商標などの各種権利化業務
・外国権利化業務
特に、中国の現地事務所と密接に連
携し、中国における知財保護を強化
しております。
■関連会社におけるサービス
当事務所の専門分野である「IT」
の技術力を生かし、オフィスで使用
する業務システム開発や、オフィスの
ペーパーレス化など、小規模の会社
や事務所のIT化をサポートするコン
サルティング事業を行っています。
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独立 開業

起業家
応援団！

所沢メンテナンス部門
これからの季節、日を追うごとに気温が下り、
徐々に乾燥してくる気候になりました。
寒さを和らげる為に暖房器具で室内を暖め、
乾燥を防ぐ為に加湿器などを使用されている事

山 直史

・予め電源を入れ、起動してからもしばらく
時間をおく
・常時、機器の電源を入れた状態にしておく
などがあります。

と想います。暖められた室内は外気との温度・

とにかく、機器本体を室温と同じ温度になる

湿度差が広がり、気が付くと窓ガラスに水滴が

ようにして「結露」しやすい状態にしないこと

ついていたり、あるいは冷え込む朝など、車内

が重要です。上記のような状態にしておくだけ

が混雑する電車やバスに乗った瞬間にメガネが

で「結露」による不具合を、かなり回避するこ

曇ってしまったり、などのご経験が皆様あるか

とができます。

と思います。
このような現象は全て「結露」によるもので、

しかし、一日を通して機器の使用頻度が少な
いお客様の中には、常時電源を入れた状態にし

同様の現象はコピー機内部にも発生し、特有の

ておくのは電気の無駄と思われ、使用するたび

不具合を誘発します。

に電源の「入・切」をされている方もいらっし

たとえば今の時期、朝一番でコピー機に電源

ゃると思いますが、機器は起動時に相当な電力

を入れると、起動してから使用できる状態にな

を必要としますので、場合によっては電源を入

るまでの時間が、以前の暖かった頃に比べて長

れた状態にしておいた方が良いかもしれませ

く掛かることが多いと思います。冷え切ってし

ん。

まった機器本体は、しばらくして使用可能な状

また、機器よっては結露防止のヒーターなど

態になった時点で、機器内部が「結露」してい

が取り付けられていますので、取り扱い説明書

る場合があります。

等でご確認下さい。是非ともヒーターの使用を

機器内部が「結露」していると、コピーした

お勧め致します。

ものが原稿と比べて「ぼやけている」・「部分
的にコピーされない」・「擦れたようになる」
などの現象が発生します。原因としては、原稿
を読み込むミラーやガラス等がメガネのように
曇ってしまっていたり、画像を形成する内部の
部品に、窓ガラスのように水滴が付着している
からです。カセット内の用紙も機器内部の「結
露」により、過度の湿気を帯びてしまい不具合
の原因となります。
このような不具合の主な予防策としては
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どんなに行き詰っても、できることがある（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！

電脳エコ活動日記
今年の6月に田植えを行い、
とにかく熱い夏を期待していた
ものの、日照時間が例年を大幅
に下回り･･･。異常気象の天候
を疎ましく思いながら成長を見
守った夏でした。

一列で、よいしょ、こらしょ！手苗が一番！

お見事〜

そして、ついに収穫の秋！ 10月10日(土) 台風一過の晴れ渡った空の下で、稲刈りを行いました。
①
実
る
ほ
ど
頭
を
垂
れ
る
稲
穂
か
な

②
こ
ん
な
に
立
派
な
稲
に
成
長
！
④
都
会
の
Ｏ
Ｌ
も
農
家
の
娘
っ
こ
に

③
若
者
は
み
な
初
体
験
！
⑤
高
橋
店
長
︑
男
を
見
せ
て
ま
す
！

⑥
や
っ
と
こ
こ
ま
で
辿
り
着
き
⁝
⑧
や
っ
た
〜
い
い
顔
し
て
ま
す
ね
♪

⑦
自
然
の
恵
み
に
感
謝

他人を変える 最善の方法は 自分が笑顔になること（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！

エコイベント
ささやかながら収穫できた 電脳米 。社員が育てた大地の恵みを、
一部のユーザー様にお裾分けさせていただきました。受け取られたユ
ーザー様から おいしい顔 を写真に撮っていただき、誠に勝手なが
ら「米大賞」を決めさせていただきました。厳選なる社内投票により
決定させていただきました。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！

上
條
鶴
巻
法
律
事
務
所
様

お客様の声 大切な会社設立のお誕生日に、心ばかりのお花を贈らさせていただきました
◎小堀哲夫建築設計事務所 様より

◎株式会社ＣＡＮＶＡＳ 三山裕司 様より

誕生日プレゼントありがとうございます。

CANVASの三山と申します。

お米と花をいただきました。

本日は、心あたたまるバースデーカードを頂き

〜中略〜
手紙を開くと、 誕生日おめでとう

ましてありがとうございます。月末・月初の日常
とあり、

業務に追われ、すっかり誕生日を忘れていました。

やっと、電脳さんの心遣いを知り、また、あー一

2003年に起業し、当初は何でもこなし、少人数で

年たったんだ。

の小回りを売りにしてきましたが、会社組織への

自分の会社の誕生日を忘れていたと、その日一
日は（昨日）いろんな苦労やうれしかったことな
どを思い出し、所員を称えるとともに、立ち上げ
当時のことを話し合った一日になりました。

脱皮が課題です。
頂いたカードに励まされ、今日からも頑張って
いきます。
本当にありがとうございました。

〜中略〜
さらに建築設計の分野で、よりよい社会貢献が
できるようがんばりますので、今後ともよろしく
おねがいします。

暖かいメッセージを
ありがとうございました。

※誌面の都合上、省略させていただいてる部分があります
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うまくいかない一番の理由は まだ 力が余っていること（起業家精神・人生を変えた言葉より）

9月より内装工事・工作・装飾大好きな高橋智
幸店長が所沢に赴任されたと同時に、店舗改装
が行われました！ 12月の所沢店にはイルミネ
ーションに照らされたサンタがよじ登り、デフ
レ景気も何のソノ！
◆高橋店長あいさつ
こんにちは、OAランド所沢店
店長の高橋智幸です。この度9
月1日よりOAランド所沢店の店
長を務めさせて頂く事となりま
した。
約5年間池袋大山店にて店長を務めさせて頂き板橋区・豊島区を中心に地域密着を一番に考え活動してまいり
ました。所沢店へ移動した今でも仲良くさせて頂いている企業様が沢山おります。
長く務めた池袋エリアを離れ新天地 所沢 にて活動を開始します。新しい店舗で新たな出会いがあることを
期待し、日々お客様の立場に立った身近な接客でご対応させて頂きたいと思います。
是非、所沢店新店長高橋智幸をよろしくお願い致します!!

Vol.26では、
「最強の読書術」でご紹介した下記の本を各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必要事項とご希望
の本をお書きのうえ、奮ってご応募下さい。締切りは平成22年1月30
日到着分となります。応募多数の場合は、厳正なる抽選のうえ、発送を
持って発表にかえさせていただきます。
星野リゾート事件簿
なぜ、お客様はもう一度
来てくれたのか?
著 者：中沢 康彦
出版社：日経BP社
発 行：2009年6月18日
価 格：1,575円

OAランドは全店、年内は12月28
日(月)まで、新年は1月4日より営
業いたします。
どうぞよろしく
お願いいたします。

リーダーが実行する
新ホウレンソウの本
著 者：細川 馨
出版社：中経出版
発 行：2005年11月
価 格：1,365円

ご応募は編集部まで

□■編集後記■□
◆思い起こせば6年前の創刊号発行数は600部。今回は、6600部。ページ数も増量
16ページになったかわら版。これからもお客様との繋がり役として目指せ！１万
部です！
【かわら子】
◆めっきり寒くなりました。先日お店に入ったら、店員さんが半袖でした。店員さ
んが半袖で大丈夫ってことは・・・お客さんは暑いんじゃーい！
【Dix-Huit】

会社は、みんなが幸せになるところ（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！

http://www.kaisetsu.jp/
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
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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。
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成功もない、失敗もない 常に挑戦者（起業家精神・人生を変えた言葉より）

