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22年、電脳が掲げる最大のミッション！─

感動の焦点

Hongcong

Austria

ヨーロッパやアジア
各地を旅行した4月
入社予定のフレッシャ
ーズから、旅の便り
が届きました。
海外の空気に触れて
きた感動や経験が、
今後の社会人生活の
役に立つでしょう。
何事も自分の足で…。 Schloss Neuschwanstein
Rothenburg

Suisse

Kunsthistorisches Museum, Wien
Eiffel Tower

≫≫≫ 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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大阪谷町店店長

仙台店店長

相川宜亮

堀越智之

（入社11年目）

新入社員のみなさんへ

この度は、入社おめで
とうございます!!

皆さんこんにちは。正式に入社

社会人として新たな一歩を踏み

するまでどんな気持ちで過ごして

出し、期待と不安の中にいる事と

いるでしょうか？

思います。その中でも不安な気持

正直、入社当時の私は与えられ

ちの方がより強い事でしょう。私

た仕事をこなすことだけを考えて

自身、いや、先輩社員全員がそう

いました。いつの頃からか自分は

であったと思います。

どんなポジションに付きたいと考

私が過去の経験に基づき、皆さ

えるようになり、それに向けて行

んにアドバイスしたい事が２つあ

動していった結果が今の自分だと

ります。

思います。ただ、考えは自分の成

まず１つ目は「自分自身の色」

長とともに変わっていきます。当

をしっかり出すという事。組織に

然今の私もすぐに過去になり、数

属するからといって、自分自身の

年後には別の新しい私になってい

良い所を押し殺す必要はないので

ると思います。

す。飾らないありのままの自分を

皆さんは色々な思いを抱え入社
してくると思いますが、私が伝え

出す事により、きっと仕事も楽し
く出来ると思います。

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。

もし高校野球の女子マネー
ジャーがドラッカーの『マネ
ジメント』を読んだら
著 者：岩崎 夏海
出版社：ダイヤモンド社（2009/12/4）
価 格：1,680円
高校野球部のマネー
ジャーが間違ってド
ラッカーの本「マネ
ジメント」を買い、
そしてそこから野球
部の仲間たちが、ド
ラッカーの教えをも
とに力を合わせて甲
子園を目指す青春物語。経済本の苦手
な大人でも まんまと『マネージメン
ト』が読みたくなる本 です。

たいことは将来どんな自分になり

２つ目は「とにかくがむしゃら

たいかを早いうちに考えることで

にやる」という事。がむしゃらに

す。あくまでも今の自分は「今」

やれば、色々と課題も出てくるし、

でしかありません。仕事を覚え・

それが出てきたら１つずつ消化し

考え・経験していく中で「今は過

ていけば良い。最初から色々と考

去」でしかなくなります。途中で

えすぎない事が大切です。(松坂

色々な選択肢を増やしていけばい

大輔が菊池雄星にもアドバイスし

200年企業

いと思います。ただ、今考えられ

ていました)

著 者：日本経済新聞社（編集）
出版社：日本経済新聞出版社（2010/1/6）
価 格：730円

る「未来」の自分に向かって何が

私も最初は不安な事の連続でし

必要か何が足りないかを深く考

た。でも勇気を出してチャレンジ

え・吸収することが大切だと思い

すれば、目の前の道も開けていき

ます。

ます。先輩社員や同期メンバーと

新しい皆さんにお会いできる日
を楽しみにしています。共に「未
来」にむけて変化していきましょ
う。
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（入社6年目）
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コミュニケーションを取って、多
くの事を学んでいって下さい。
みんなで会社を盛り上げていき
ましょう!!

不況で倒産が相次ぐ
一方で、日本には創
業200年を超える
企業が3000社以上
もある。江戸時代か
ら現代まで生き抜い
てきた長寿企業が、
伝統を守りながら、
社会の変化に合わせてリスクに挑む秘
密をルポ。時代ごとの会社の息づかい
が聞こえてきます。

相手に合わせるよりも、相手を感動させる（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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［平成22年4月入社予定者のフリーテーマ作文］

社会人にむけて
最近「先輩はこの時期どのく

カ月間は1秒でも無駄にはしたく

らい説明会行ったり、エントリー

ないと感じていました。そしてそ

シート提出していましたか？」そ

こで決めた目標は「自分磨きの3

んな質問をされて、驚きました。

カ月」でした。ただ遊ぶのではな

自分自身の就職活動を終えて、

く、自分にプラスになることがし

まだ3カ月しか経っていなかった

たいと思いました。その中でも

からです。去年の夏『100年に1

「新しいことに挑戦し多くの人と

度の不景気』と言われ周りの友

出会うこと」が私の譲れないこと

人が必死に就職活動をし内定が

でした。今はヨガに通い始めた

不安でした。それでも一生懸命

決まり年内の旅行の計画を立て

り、旅行先で出会う人やツアー

接することが子どもにも伝わる

ている横で、スーツで話を聞い

仲間も新たな出会いとなり有意

ということを話して下さりました。

ていた自分を思い出しました。

義に過ごしています。

また笑顔でいることで相手も笑

相川麻佑子
明治学院大学国際学部
（2010年3月卒業予定）

「のんびりしていたなぁ。
」
と思

しかし、私の中で最も良い経

顔にさせられることも学びまし

う反面、
「人より出遅れているの

験になったのが児童館での子ど

た。このひと言がこれから社会

かなぁ。」と思う自分自身もいま

もや先生方との出会いでした。

に出ていく私にとって支えとな

した。
「今度、内定者の集まりが

1カ月先生のアシスタントとして

り、自信にも繋がったようにも思

あって…」という話を聞くとやは

児童館で子どものサポートをし

います。

り不安はありました。しかし、

ていました。ただ子どもが好き

これから忙しくなる毎日や新

「これが自分の決めた進み方だ

では務まらず、子ども一人一人

しい生活の始まりでこの「笑顔」

から。」とどこか自分自身の中に

の性格を理解したうえで接して

を忘れがちになるかもしれませ

信じられるものもあったように思

いくことの難しさと楽しさを学び

ん。知識のなさで「信念」が揺ら

います。だからこそ、4月までの3

ました。そして最終日館長からこ

ぐかもしれません。しかし仕事

んな言葉をいただきました。
「そ

はまだ分からなくても「笑顔と信

の笑顔と信念があれば大丈夫。
」

念」をモットーに楽しみながら、

その言葉を聞いて、肩の荷がお

仕事を学んで一生懸命働きます。

りたような気がしました。子ども

自分自身成長し力を発揮してい

との接し方もどこかで習ったわ

きますので、これからよろしくお

けではなく、これが正しいのか

願いします。

ワクワクしている人は 自分次第と考えている イライラしている人は 他人次第と考えている（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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［平成22年4月入社予定者のフリーテーマ作文］

趣味としての料理
4年前、大学に入学したての

とで飛び上がるように嬉しかっ

頃、一人暮らしを始めるにあた

た覚えがあります。その後も肉

ってやりたいことはたくさんあ

じゃがやカレー、ハンバーグ、

りましたが、その一つに料理が

オムライス、野菜炒め、鶏の照

ありました。小学生の頃にも一

焼きなど、毎日料理が友達と言

度料理に興味を持った時期があ

わんばかりに作っていました。

り、幼い頭で自作レシピを考え

母が常に栄養に気遣っていたの

ては何時間もかけて盛大な失敗

で拙いながら栄養バランスも考

作を完成させていた覚えがあり

えていました。孤独な男でした。

も利かない料理ですが、簡単で

ます。それ以来、青春時代の忙

やがて部活に入って友達ができ

用意する材料も少なく、ネット

しさに感けて手を出さなくなっ

てからは頻度こそ減りました

にたくさんレシピが公開されて

ていたのですが、大学入学当初

が、趣味程度には料理を続けて

いるので、ビール好きの方には

はろくに友達がいなかったこと

いました。現在では週1、2回

ぜひ一度作ってみて頂きたい料

も手伝って、こと料理に精を出

という微妙な頻度で作ってお

理です。シンプル故に男の料理

すようになりました。

り、レパートリーも中途半端極

としても映える気がします。個

一人になって初めて作った料

まりないわけですが、それでも

人的にはシメジを丸々1株とベ

理は今でも忘れない「ぶりの照

好きな料理の一つや二つはでき

ーコンを使ってのペペロンチー

り焼き」です。料理本とにらめ

ようというものです。

ノが栄養の観点からもオススメ

松本大佑
兵庫県立大学 経営学部
（2010年3月卒業予定）

っこしながら買ってきた切り身

私が好んで頻繁に作る料理の

を甘辛に焼いただけのものでし

一つに「ペペロンチーノ」があ

毎日献立を考えるのは私にと

たが、その美味しさと一人暮ら

ります。これは実家暮らしの頃

って苦なので、材料を上手く使

しをしている実感を得られたこ

に父がたまに作ってくれた料理

いまわす効率的な料理は出来ま

で、材料の旨味と塩のみが味の

せんが、食生活を見直す機会に

ベースとなるとてもシンプルな

は恵まれるので、社会人になっ

パスタです。軽く焼いたバゲッ

てからも密かに続けていきたい

トとビールが最高に合うイタリ

と思います。

です。

ア料理です。栄養はどうしても
偏りがちで、あまり食材の応用
4
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どうしたら 自分が成功できるかより どこまで 誰かのために苦労できるか（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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［平成22年4月入社予定者のフリーテーマ作文］

私の卒業論文〜海賊フランシス・ドレイク〜
私は、大学で史学科のイギリ

と呼んでいました。ドレイクも公的

ス史ゼミに所属し、2年時から卒

認可を受けた特許状を持ってい

論制作を始めてきました。テーマ

る私掠者の一人でした。他にもド

を考え始めてから、完成するまで

レイクは、初めて世界周航を成し

3年という時を費やした卒論を提

遂げたマゼランに続き、2番目に

出することができ、教授との口頭

世界周航を達成、当時無敵艦隊

試問も無事終えることができまし

と呼ばれていたスペインのアルマ

た。私が大学生活の中で、形と

ダを破り、イングランドを勝利に

して残すことのできた卒論の一

導いた指揮官といったように、海

く、研究があまりされていない陸

部を、今回は紹介したいと思い

で輝かしい功績や名声を手に入

を研究したことで、今までドレイ

ます。

れ、英雄として称えられていました。

クという人物に抱いていたイメー

私が研究したテーマは16世紀

そんなドレイクは、彼の海での活

ジが大きく変わりました。研究を

イングランドの海賊「フランシス・

躍に焦点を当てた研究が多くされ

進める中で、知りたくても文献が

ドレイク
（以下、
ドレイク）
」
という

ていますが、一方でドレイクの陸

なく壁にぶつかることも多々あり

人物です。今日、海賊というと、ソ

での活動に焦点を当てた研究は

ましたが、ドレイク＝海といった

マリア沖で襲撃・掠奪・身代金を

あまりされていませんでした。そこ

一つの見方に囚われるのではな

要求している海賊をイメージすると

で、私は陸でのドレイクに興味を

く、異なる角度から物事を見るこ

思いますが、16世紀イングランド

抱き、研究をすることにしました。

とで、違う何かを発見できるのだ

で一部の者は、国から敵国の船

その結果、ドレイクはプリマスの

なということを、この卒論執筆を

に対し、掠奪することを認められ

市長を務め水道事業を行なった

通して学ぶことができました。

ていました。海賊行為は合法で

り、3度下院議員として選出され

これから社会に出ても、一つ

あり、当時は彼らのことを私掠者

たり、英雄と称えられた一方で訴

の見方や考えだけに囚われず、

訟を起こされ、裁判にかけられた

様々な角度から物事を見られる

ことがあるなど、ドレイクという人

よう、色々なものへアンテナを

物の新たな側面を発見することが

張っていきたいと思います。こ

できました。

れからどうぞよろしくお願いいた

このように、研究が多くされて

溝口智子
立教大学文学部史学科
（2010年3月卒業予定）

します。

いる海に焦点を当てるのではな

素敵な人になりたければ、素敵なことしか言わない（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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おめでとうございます！
【12月】
株式会社プライムリンク
株式会社アスカ

様

2006年12月４日

様

2006年12月22日

日本果実工業株式会社

様

1960年12月16日

社団法人日本生活問題研究所
有限会社HAR

様

様

2005年12月16日

株式会社NTTファシリティーズ
株式会社サンテックジャパン
さくら法務事務所
株式会社J･IREC

様

様

1992年12月１日
2002年12月１日

様

2005年12月27日

様

2007年12月７日

株式会社アプリシェイト
諏訪会計事務所

1945年12月24日

様

2007年12月27日

様

2000年12月８日

財団法人北海道農業企業化研究所

様

2003年12月24日

【1月】
株式会社トップスアンドコー
株式会社レキップ・トロワ
株式会社ディバータ

様
様

2006年１月20日

様

2005年１月27日

株式会社ピーエス・インター
有限会社キクチ工業

様

様

1987年１月23日
1967年１月23日

株式会社H.B.スタッフ

様

2008年１月17日

株式会社エーエスシー

様

2002年１月24日

菱田

貴子

様

2009年１月23日

株式会社二十一国際旅行社
ハイラック株式会社

様

様

日本果実工業株式会社様

6

1993年１月11日
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1997年１月17日
2007年１月15日

株式会社レキップ・トロワ様

不満を言うほど、不安が増える 感謝を言うほど、ファンが増える（起業家精神・人生を変えた言葉より）
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事業成功に向けて、いっそうの躍進をお祈りいたします。

株式会社ライフサイクロベディア
元気と情熱株式会社
アクシス

様

2007年１月19日

様

2002年１月24日

様

2008年１月１日

【2月】
すみれ不動産

様

2009年２月３日

木山興産株式会社
合同会社OBJET

様

2007年２月８日

様

1941年２月７日

株式会社プラネットアース

様

2008年２月１日

株式会社Maxコーポレーション
トゥルーリンク株式会社
株式会社マイクロブレイン

2008年２月８日

NPO法人福祉経営研究会

様

2008年２月１日

様

株式会社ニンニンドットコム

株式会社東新

2008年２月１日

様

アース・エージェント株式会社

株式会社アンファンス

様

2000年２月16日
様

2005年２月２日

様

2009年２月４日

様

2004年２月18日

様

株式会社コンタクト

2009年２月５日
様

2007年２月１日

さくらオフィス株式会社

様

有限会社ディーインクリエイティブ
株式会社ビジネスバンク
株式会社日本エルコン

1972年２月17日
様

様

1997年２月７日

様

公認会計士税理士事務所 I&Iパートナー
株式会社Y・METHOD

2005年２月２日
1989年２月13日
様

様

株式会社ニンニンドットコム様

思った人には、思ったことを実現する能力がある（起業家精神・人生を変えた言葉より）

2009年２月６日
2007年２月８日

株式会社ビジネスバンク様
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起業家のための
第１回

浜松綜合法律事務所
はじめまして。浜松綜合法律事

弁護士

高貝 亮

回収することができます。

代金請求の場合には、元請け、一

務所の高貝亮と申します。今号よ

相手方に資産があるかないかよく

次下請け、二次下請けと多重の下

り、当事務所で本コーナーを担当

わからない場合には、コストをか

請け構造の中で、責任関係が不明

させていただくことになりまし

けて回収の努力をしていくか、諦

確になり、下請け側にしわ寄せが

た。どうぞよろしくお願いします。

めるか難しい選択を迫られます。

来ておこる事件、繊維加工分野な

単にルーズなだけの相手方であ

どで加工ミスが後の加工工程で発

れば、弁護士名での督促だけで回

覚し損害が拡大する事件など、複

収に至ることもありますが、訴訟

数の事業者をまたがるトラブルが

提起して判決に至っても強制執行

目立ちます。最近、私が相談を受

さて今回は、 債権回収

をテ

ーマにします。
1．債権回収が問題となる事件に

する対象の財産もない、という場

けた事件では、いずれも、初めて

は2種類あります

合もあり。ただし、相当な努力を

注文を受けた相手との間でトラブ

商品や役務の代金を回収できな

した上で回収できない場合は、債

ルになっていました。信頼関係の

いという相談には、請求できる権

務者の資産状況・支払能力等から

できていない相手との取引は要注

利（債権）があるかどうかが問題

みて、その全額が回収できないこ

意ですね。

になる場合と、相手方に支払うお

とが明らかになったものとして損

また、売買では、数量や目的物

金（資力）があるかどうかが問題

金計上して実質的な損失を軽減で

の性状の違いが問題になる場合

になる場合の２種類があります。

きる場合があります。

や、注文主と送付先が異なる場合
に、買主が誰かが問題になるよう

2．資力が問題になる場合

3．債権の有無が問題になる場合

資力が問題になる場合の最悪の

債権の有無が問題になる場合に

ケースは、相手方が倒産したよう

は、契約の成立や内容が問題にな

な場合です。ほとんどの場合で回

る場合や、目的物について、何ら

収が困難となり、諦めるしかあり

かの欠陥（瑕疵）を主張される場

ません。どこまで合法的に回収が

合があります。（瑕疵：法律上、

できるかという点で、弁護士に相

なんらかの欠点や欠陥のあるこ

談する意味はありますが、多くは

と）

な場合があります。送り先を指定
される取引などには注意が必要で
しょう。

か し

期待できません。
他方、倒産には至っておらず、

約で中途での追加・変更工事が多

事業を継続しているのに支払がな

数発生し、代金額の変更が問題に

いという場合はどうでしょうか。

なる事件や、設計や仕様通りに完

相手方に資産があることがわかっ

成していないなどの欠陥を主張さ

ていれば、弁護士による督促やそ

れ代金支払を拒まれる事件などが

れに続く訴訟提起、判決による強

あります。

制執行と必要な手続をとることで
8

具体的には、住宅の建築請負契

電脳かわら版 Vol.27

機械製作や製品加工などの請負

浜松綜合法律事務所
弁護士 高貝亮（たかがい りょう）
http://www.hamamatsusogo.com/
TEL 053-401-5705
9：30〜17：00（土日祝日除く）

意識を変えると、できることが変わる（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！

のホームページにて詳しく見ることができます（http://officekeikaku.com）

自分を未熟と思えば、まわりの人は、みな先生（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！

のホームページにて詳しく見ることができます（http://officekeikaku.com）
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引き受ける覚悟をした時、解決する（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！

現在、弁護士2名。市民・中小

に、弁護士に事件の見通しと着手

企業のみなさんのためにがんばる

金、報酬金の額をお尋ねしていた

事務所です。

だき、相談していただくほかあり
ません。

【いい弁護士を探すコツ】
私がおすすめしているのは、簡

【当事務所のことを】

単な案件で法律相談をされること

私は弁護士になって22年、もう

です。弁護士と話してみて、安心

一人は2年目に入ったばかりの弁

して話せる、こちらの言うことを

護士です。最近の世相を反映して、

丁寧に聞いてくれる、きちんとし

債権保全や回収の事件が増えてい

たアドバイスをしてくれる、そし

ます。もちろん、日常生活に伴う

て一番ここが大事なのですが、こ

トラブルや離婚、遺産分割などの

の弁護士とはウマが合いそうだと

民事・家事事件も数多く取り扱っ

感じられるか、試してみます。も

ています。できるだけ丁寧にお話

し合わないようなら、また、別な

をお伺いして、一番いい解決策を

弁護士に相談するのです。

見つけ出すように工夫をしている

それで、良さそうだなと思った

つもりです。

ら、その後もちょくちょく相談し、

私がいつも思うことは、こじれ

必要があれば顧問契約のお話をさ

る前にご相談いただいていれば、

れればよいと思います。

ほんとうにわずかな費用と労力で
短時間で解決できたケースが多い

【弁護士の費用は？】

ということです。以前、ある信用

以前は弁護士会で報酬の標準額

金庫が主催される法律相談に伺っ

を決めていましたが、独占禁止法

ていましたが、相談の回数を重ね

に抵触するとかいうことで廃止に

ていくに従って、より早期のご相

なってしまいました。今は、法律

談が増えるようになり、ほとんど

事務所ごとに違っています。率直

弁護士や裁判所の力を借りずに問
題に対処できるようになりました。
まだまだ垣根は高いと思います
が、当事務所ではなくても、ぜひ
お気軽に法律事務所をお訪ねくだ
さい。きっと、よい解決が見つか
りますよ。

みんなが無理、と思ったところに、私の存在価値がある（起業家精神・人生を変えた言葉より）

代表 桑原 育朗
〒101-0047
東京都千代田区内神田1-9-2
TYDビル3階
TEL：03-5577-6541
FAX：03-5577-6542
Mail：advo.kuwahara@nifty.com
設立：平成22年1月7日
社名の由来：もちろん私の名字です。
弁護士会では事務所名について
いろいろな規制がありますし、
全国に一つでも同じ名前の事務
所が既にあると使えませんが、
自分の名前は例外です。自分の
名前を冠するといっそうの責任
を感じます。
Q1 なぜ独立したのですか？
勤務弁護士の後、先輩弁護士たちと
一緒にパートナーとして長く共同事
務所をやっていました。しかし、50
歳を過ぎて、他の弁護士への迷惑を
考えずに好きに仕事をしてみたいと
思うようになり、事務所開設に踏み
切りました。
Q2 座右の銘を教えてください
小学校5年のとき以来、
「忠恕」です。
「誠実と思いやり」と聞いています。
Q3 今後の夢や目標は？
今、
ものすごい勢いで弁護士が増え、
就職先が見つからない新人も出てい
ます。私自身は幸いに少し早く弁護
士になりましたので、若い人たちが
力を付けていくお手伝いができれば
と思っています。私個人としては、
一つ一つの事件に丁寧に取り組むこ
とを続けたいと思います。

電脳かわら版 Vol.27
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独立 開業

起業家
応援団！

起業家を応援する、もうひとつ
の会社がNYC&Co「ニックアン
ドコー」です。
皆様よろしくお願いします。

ランド様とお付き合いすることを
決めました。
今年の3月1日には広尾に居2店
舗目をオープンさせます。
ここでは、複合機の調達からシ

起業をするとビジネスとライフ
が切り離せなくなります。自由に

ステム設計までをOAランド様に

活動して儲けるためには、相手の

OAランド様はこちらのニーズ

自由にも合わせないといけません

を的確に把握し、短期間で正確な

から。

ものを提供していただいていま

そんな起業家のライフ面をもサ
ポートするコンセプトで、「十番
オフィス」を立ち上げました。

す。
技術と対応、価格がすばらしい
です。年内に3店舗目を計画して

フロア面積のうち、貸し床率は

いますが、ずっとお付き合いさせ

4割以下にして、共有部を広げて

ていただきたいと考えています。

います。
ゆったりとくつろげるラウンジ
空間、緑あふれる窓付きの個室、

･･･＊営業担当より＊･･･
今のご時勢にレンタルというカタ

ホスピタリティーを重視した受付

チでオフィスをお貸しするのは、良

対応、臨機応変なサービス、そし

い着眼点をお持ちだと思いました。

て格好いいデザインと格安の価
格。

西本社長は、お話し易く明るい方
です。

カリカリなんかせずゆったりし

営業努力により、現在ほぼ満室と

た気分でお過ごしいただけるよう

お聞きしております。今後のご発展

に運営をしています。

をお祈り申し上げます。

一番の自慢は受付スタッフで
す。皆様、一度は見に来てくださ
い。
昨年5月に麻布十番に1号店をオ
ープンさせました。
複合機の信頼性はレンタルオフ
ィスでは重要です。
価格と対応が良かったのでOA
12
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自慢の受付スタッフ

委託しました。

共有ラウンジスペース

代表取締役社長 西本 由美彦
〒106-0045
東京都港区麻布十番2-6-4
TEL：03-5771-3557
FAX：03-5771-3558
Mail：info@10banoffice.jp
URL：http://10banoffice.jp/
設立：平成21年3月18日
Q1 なぜ、起業したのですか？
レンタルオフィスの支配人をサラ
リーマンとして務めていましたが、
会社が倒産したことがきっかけです。
そこをご利用のお客様の後押しがあ
ったので、起業しました。
そもそも、チェーン店や個別店舗
の運営に対するコンサルタントにな
りたいと考えていました。
2回目の転職先の、レンタルオフ
ィスのチェーン店で働くうち、起業
家や小さな会社をサポートできる場
面を経験しました。
お客様のニーズと自分にできるこ
とがわかってくると、仕事はどんど
ん面白くなり、実績も上がりました。
倒産したとき、私は41歳でした。も
はや就職は難しく、喰うためではあ
りますが、自分にできることをやろ
うと考え、思い切ったというところ
です。
Q3 今後の夢や目標は？
今が楽しいので、このままでいい
です。ハッピーを分かち合える人を
増やして行きたいです。
事業のことで言うと、安定した収
入のために3年ほどで5店舗にはした
いです。

どの道を通っても、行きたいところにしか行けない（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！

所沢メンテナンス部門
裏紙を使用する方法

というのは、環境保

山 直史

などがあります。

護の観点から原料となるパルプを採取する森林

「一度コピーやFAX、プリントアウトしただ

伐採を減らすことに繋がり、経費節減のために

けの紙をそのまま捨てるのはもったいな

購入する用紙枚数を抑えることにもなります。

い!」

最近は特に「エコ」という言葉や文字を様々
な分野のメディアで見かけるようになり、新車

「ミスコピーの裏側は真っ白なので、もう一
回使いたい」

の売れない今の不況の中、低燃費で環境に配慮

私はこのような「裏紙でもう一度コピーした

した「ハイブリッドカー」なる車種が驚異的な

い」というお客様の切実な声を過去にも現在で

売り上げ台数を伸ばしている等の社会状況をみ

も日々頂いておりますが、自身もお客様と同様

ても、エコ活動やエコ意識が我々庶民レベルに

に感じております。

おいても非常に高まってきていることを実感さ

しかしながら、サービスマンとして裏紙を使

せられます。そして、お客様の中には以前より

用することをお客様に対して推奨は出来かねて

裏紙を使用されている方も数多くいらっしゃる

しまいますが、左記のような注意点をご確認い

事と思います。

ただき、弊害の可能性を含んでいることをご理

しかし、ここでひとつ注意していただきたい
のが、「裏面が使用可能な紙」といっても紙の

解・ご承知の上でご使用していただくようにし
ております。

種類は様々あり、コピー機の裏紙として適用し

また、ミスコピーを減らす要因として直前に

ていないものもあるという事です。また、使用

使用していた方の設定を引き継がない為にも、

状況によっては機器の故障を誘発し、経費の節

コピー開始前に必ず「リセットボタン」を押す

減どころか多大な修理代金が掛かり、さらには

習慣をお勧めいたします。

機器が使用不可の状態になることで業務にも支
障をきたしてしまう状況に至ってしまう可能性
もあります。
このような状況を避けるためには、
・ご使用されている複合機が「両面機能付」
である事
・「インクジェット・印刷機」で印刷され
た裏紙は使用しないこと
・コピー専用紙を使用すること
・他メーカー複合機で印刷された裏紙は使
用しないこと

改善は 効率のためではなく 幸せのため（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！

WANTED!

田植え体験希望者大募集！

体感モード上昇中の 電脳アウ
トドア倶楽部 が、貴方の好奇心
を求めてます！昨年よりも作付面
積が5倍となった電脳農場で一緒
に田植えをしてみませんか？
広い青空のもと、泥に素足を踏
み入れ、そよ風に頬をなでられた
なら、貴方の何かが変わるか
も･･･大地の恵みによる非日常体験が『脳』を活性化させ、フレキシブルにしてくれますよ！ 参加費無料！
◇日 時◇ 平成22年6月5日（土）
◇場 所◇ 群馬県邑楽郡板倉町

最寄り駅は東武日光線「板倉東洋大前」

☆詳細は、ご応募いただいた方にお知らせいたします。人数に達し次第、締め切らせていただきます。
◇参加費◇ 無料（現地までの交通費等は自己負担）

ご家族
・
お子様
連れ
大歓迎
！

◇服 装◇ 汚れてもいい服装（短パン・Tシャツなど）
◇持ち物◇ サンダル、帽子、タオル、着替え、昼食、飲み物など

お問い合わせは、電話・もしくは同封のアンケート用紙に「田植え体験希望」とご記入の上、ご連絡下さい。

TEL ⇒ 03-3340-0070 電脳株式会社「田植え体験係」まで

FAX ⇒ 04-2922-5424

■昨年の様子がWebにて詳しくご覧になれます！
OAランドのホームページ ⇒ 一番右列カテゴリーの一番下

WANTED!

をクリック！

電脳大運動会出場者募集！

恒例の電脳大運動会に、貴方も参加しませんか？１チーム7〜9名で組み分けしての、チーム対抗戦
です。会社の部署ごとや仲良しグループなどでエントリーしてみませんか？成績優秀チームには、素
敵な商品が贈られます。
☆詳細は、ご応募いただいた方にお知らせいたします。
◇日 時◇ 平成22年5月22日（土）
人数に達し次第、締め切らせていただきます。
◇場 所◇ 河口湖周辺
◇参加費◇ 5,000円（昼食代・景品代含む）
お問い合わせは、電話・もしくは同封のアンケート用紙に「運動会参加希望」とご記入の上、ご連絡下さい。

TEL ⇒ 03-3340-0070 電脳株式会社「電脳大運動会係」まで

14
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FAX ⇒ 04-2922-5424

相手があきれるくらいはまだまだ 相手が感動するまでやる（起業家精神・人生を変えた言葉より）

最近の

新刊

強い企業文化と社風の創り方

著 者：矢島茂人
出版社：あさ出版
発 行：2010年1月
価 格：1,575円
株式会社武蔵野の同社の代名詞と
も言える「環境整備」を、自社をはじ
め、多くのサポート企業に導入してき
た常務取締役が、環境整備の定着法
を大変わかりやすく紐解いているビジ
ネス本。会社のリーダー的な人のみ
ならず、教師や親などあらゆる人々が
読んでも簡単に理解・納得のできる
本である。読みやすい。
強い企業文化と社風を創るために
９つの原理原則をはじめ、
「これなら
できるかもしれない」という範囲の環

境整備法を示唆してくれるので、読み
ながら自分の環境に置き換えて考え
られる。中でも
「現実」
「現場」
「現物」
の三現重視。いかなる時もすべての
答えは現場にあり、そしてお客様は最
高の教育者だという謙虚な姿勢。接
客業なら当たり前というような事だ
が、その当たり前の意識を具体的に
利益に繋げるには、やはりリーダーが
本気で何に取り組むかが、カギであ
る。一般家庭であれば子供が親のマ
ネをするように、学校であれば生徒が
教師の教えを請うように、職場では上
司・リーダーの方向性を追うように。
中小企業の方が環境整備に取り組め
ば、見に見えて会社が変わってくるの
ではないか。
環境整備によって良い社風が出来、
利益があがるのは何故か？環境整備
される事によって汚いことに気づくよ

今回はプレゼントクイズとなります。下記の問題にお答えの上、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選びのうえ、ご応
募下さい！
（土）到着分 となります。
締め切りは、平成22年4月24日
（プレゼントは、本誌P2の｢最強の読書術｣にて紹介の本を各一名様に）

Q 問題

うになる、ということはお客様の心に
も気づくことが出来るようになるので
ある。また人間は、自分の目で見てい
る物、感じている物に気持ちがだん
だん似ていくものだというが、視覚と
聴覚の習慣がどれだけ環境を左右す
るものなのか、ちょっと自分の生活を
振り返ってみれば想像がつく。
自分の居場所の環境を変えたけれ
ば、まず目にみえる〝整理整頓〟から
やってみてはいかがだろう。整理＝
捨てること、整頓＝誰でも使える状態
を保つこと。目に見えるものを変える
だけで、大きな変化がおきる事を企
業だけでなく個人の生活でも楽しみ
ながらやれるだろう。
この春、部署移動などもある方は、
是非実践してみよう。私も過去の資
料整理（捨てる）
ことから始めて机も
心も軽くしてみようと思う。

◎有限会社
ディーインクリエイティブ Ｔ様
◎株式会社
テクノトレーディング Ｙ様

かわら版表紙の写真の中で、ディズニーランドの「眠れぬ
森の美女の城」のモデルになった建物の写真はどれでしょ
うか？正解と思われる写真に書いてある建物の名前を
「日本語」で書いて、編集部までご応募下さい！

ご応募は編集部まで

□■編集後記■□
◆今回は、なかなか読みごたえのある号になってしまった。割と早くに準備を始め
ていたにもかかわらず、ギリギリのスケジュールに・・・。何事も決断はお早めに。
さてさて整理整頓しよ〜っと。
【かわら子】
◆この度事務所を移転し、かわら版編集部にかなり近づきました。コミュニケーシ
ョンも今まで以上に取りやすくなりましたので、より一層充実したかわら版を制作
していきたいと思います。
【Dix-Huit】

あなたがすべてを失っても あなたの価値は変わらない（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！

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。
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。
「OFFICE計画施工事例」http://www.officekeikaku.com/
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全力で走る人に、不安はついていけない（起業家精神・人生を変えた言葉より）

