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！─

最強チームの作り方（ホッピーの教科書より）
〜社員教育は、社員 共 育！ 与えられた環境ですくすく育て！〜

≫≫≫ 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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「タイトルがはいります」
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Toru Muroi
旅太郎、久々に登場、お客様
に楽しんで頂こうと創刊しまし
た「かわらばん」も回を重ね7
年目となりました。発想するの
は容易いですが、継続すること
は大変なことですね。
これも、かわら子さんはじめ
たくさんの方の御協力があった
からこそと、感謝しております。
さて、『旅太郎日記』一号は
私のふるさとでの高校時代の通
学、D51機関車の旅からの日記
でした。
そして徒然なるままに屋久島
や色々なところでの旅の詫びさ
びをお伝えしてまいりました
が、今回は海外に飛んで「上海
の旅」をご紹介いたします。
上海って凄い。夜になると二
車線ある一方は、人で埋め尽く
し一車線になる。勿論、後から
車やバイクがクラクションを鳴
らしても、なんその。
地下鉄の乗り降りは、降りる
人も、乗る人も我先でけっして
譲るという文化はない。信号も
赤だろうが青だろうがお構いな
し、車は右側通行、従って右折
は止まらない。交通事故死は日
本の15倍。マンションはすべ
てスケルトン、ドアすらついて
ない。そんなそんな刺激的な街
を御紹介。
ガイドブックには掲載されて
いない生情報です。でもあまり
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にリアル過ぎ、とても、とても
ブログにはUPできない内容の
ため、このかわら版を読んで頂
いているあなただけにお送りし
ます。
この旅はシャープさんのご厚
意により、キャンペーンのご褒
美として、コピー機の工場見学
を主に組まれたものです。従っ
てほとんど団体行動でしたが、
それでもできる限り果敢に挑戦
してきました。
6月3日（木）7時50分成田第
一ANAカウンターへ集合。途
中、山手線にて日暮里で乗り換
えるところを、本に夢中になり、
耳だけで聞いていたため、西日
暮里でトネリライナーと言う社
内放送に反応し、急いで下車。
改札を下りて路上を歩き、エレ
ベーターに乗り3階へ。そして
その乗り場へいくと全く違う電
車と気付き引き返し、次の駅に
急ぐ。30分位遅れるのを覚悟
で下りると、この時間帯だから
か、案外、数分置きにスカイラ
イナーが走っており、7分遅れ
で集合カウンターへ到着。
空は晴天、9時24分、僅かな
揺れを感じながらも離陸。途中
機内食を頂き12時54分、飛行
機が小型のためか、はたまた上
海空港故か、ド〜ンとけたたま
しい音と振動とともに着陸。天
気は曇り。時差は約1時間。

空港に降り立つと気のせいか
湿度が高い。爽快感なし。そこ
からリニアモーターカーに乗
り、街の中心まで。確か400㎞
くらいのスピードが出ると言う
話だったが、案外期待外れの
300㎞そこそこ。そこからバス
に乗り次ぎ、浦東（ほうとう）
河沿いに到着。

テレビでよく見かけるテレビ
塔の見える運河沿いへ、ようや
く海風に当たり、ほっと一息。
万博のために作ったのであろ
う、その遊歩道は最近完成した
ものらしく、現地の観光客もた
くさん訪れていました。そして
足の踏み場もないくらいのスペ
ースで思い思いのポーズで写真
に収めていました。
運河を背に街をみると、その
あたりは植民地時代に建てられ

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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震度5になれば結構、倒壊して
しまいそうな一階から最上階ま
で外形寸法は同じで薄く見え、
密集している。それでも億ショ
ン。建物の引き渡しは、全てス
ケルトン、ドアさえついていな
い。

た西欧風の建築物がずらりと立
ち並び、建物の頂点には海風に
はためく真っ赤な中国国旗があ
り、妙にアンバランスな感じが
印象的でした。
そして夜はバスにて万博会場
の日本産業館へ。途中4人がか
りの入念なボディチエックがあ
り、会場に着くまでに、夜でさ
え相当な時間を要することを考
えると昼間だと大変なことと想
像する。しかし、日本円で
3,000円の入場料のため、現地
の方は朝から入場し一日目いっ
ぱい楽しんで帰えられるとか。
翌日はコピー機の工場見学
へ。途中タクシーがなんと多い
ことか、こちらの方は殆どマイ
カーを持たないでタクシーか電
車らしい。
車中の高速道路からの風景は
と言うと、建築中の建物の足場
は殆どが竹の足場、建物の形も

従って購入してからの内装に
如何に金をかけるかがリッチさ
を競うところ、大きな家具屋さ
んや内装工事請負屋さんの大規
模デパートがあちこちにありま
した。
街は日本人や、上海人がよく
住む街。ビルの屋上にはアンテ
ナ。
しかし、衛星放送のアンテナ
を立てるのは外国人の人だけ、
本国の人が付けると罪になるそ
うです。
それは、海外の情報、または
あの悲惨な天安門事件等の情報
を海外から入れないと言う国の
政策とか。しかし不思議なのは
インターネットでの規制はゆる
いそうです。一般の庶民は殆ど
の人がそんなに英語が達者でな
いと言う理由だそうです。
2時間ほど走り、郊外にでる
と、そこは草原地帯、山はまっ
たくありません。
広大な土地、当然、地理感の
まったくない私としては、これ
がスムーズに走っているのか、
渋滞しているのかまったく時間
の感覚なし。
また高速道路の出口には、道
を案内するナビゲーターの現地
の人がたくさん立っていまし
た。チベットまでは一週間以上
走り続けるとか。

3時間ほどしてようやく目的
の工場へ、敷地面積、東京ドー
ム10個分、土地は全て国から
の借り物。30年の借地権とか。
中国側としては地代が入り、
税金を頂いて労働の場が確保で
きるのですから三重の得。この
工場では年間4万台のコピーを
生産され、殆ど、国内というよ
りは日本へ輸出される。果たし
て税金の行方は･･･。
働いている工員さん、ほとん
ど16歳から30歳くらいまでで、
平均24歳あたり、食堂が完備
され、12時から13時30分まで
は食事を楽しむと言うこと、ま
た残業はゼロで5時になったら
全員が帰り、土日は完全休み。
ここにいるみなさんは、エリ
ートで班長さんは、ほとんどの
方が難しい日本語でなければ話
せるようです。
とにかく、ベルトコンベアー、
ロボット制御等、ひとり一人が
自分の持ち場をしっかり守り、
一切、私語がありませんでした。
それでも少しは笑ってもらお
うとあれやこれや手ぶりで挨拶
したら、ひとりの工員さんが
「にこり」と笑ってくれホット
しました。

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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上海へ戻る途中、北京レスト
ランへ。北京ダックに人気集中。
どう言うわけか、回転すしで出
すようなマグロやタコもお皿の
上に並んでいましたが、流石に
誰も手を付けず。お腹いっぱい、
沢山こちらの美味しいものを頂
きました。
帰りのバスは、午後からの万
博組みとホテルに帰ってのゆっ
くり組みに分かれました。
郊外に出る時はまったく気付
きませんでしたが、上海市内、
万博行きのバスのチェックは厳
しく、全員下車して別室でもボ
ディチエック。バスは渋滞する
ばかり、幸いにも私は後者。ス
イスイと市内に入り、ホテル到
着。

てもプロのマッサージと言うよ
り、見よう見まねの作業と言う
感じでした。
まあなんでも経験ですね。
街にはタクシーが数珠つな
ぎ、日本も中国もそこは一緒。
でもお値段を聞いてみると実に
安い、フォルクスワーゲン車が
断然多く3㎞で12元（168円）
と安価。
また殆どが国営だから安心。
ただし赤い色のタクシーは個人
タクシーのため遠まわりされる
危険性があり気をつけろと言う
ことでした。
電車も3元（42円）、遠隔地
で6元（84円）
、6本の地下鉄が
走り、中には午前9時から14時
30分で改札のシャッターが閉
まってしまう地下鉄も、ありま
した。

そこでガイドさんから提案、
「マッサージに行きたい人はご
案内しま〜す」是非是非とばか
りバスに再度乗り込み20分ほ
隣国でありながら、見るもの、
ど走り、目的地へ到着。料金は
聞くもの、感じるものすべてが
250元（3,500円）で90分。
「百聞は、一見に如かず」
。
まずは、薬湯入りのタライに
資産バブル膨張の真っ只中の
5分程足をつけ、40分程、足裏
中国は実に面白かったです。
そして足首から太ももあたりま
で、なにやら隣の同僚とおしゃ
べりしながらのマッサ―ジ、た
まに時間を計ったように「痛く
ないですか？」
。
45分後、別室に移ってうつ伏
せでベットの先端にある穴に顔
を埋め、肩、背中、腕、仰向け
になり顔マッサージ、ヘッドマ
ッサージ。兎に角、気持ちいい
と言うよりはゴリゴリ、「痛た
たた！」ヘッドマッサージと言
うよりは、頭髪をグシャ、グシ
ャにされたと言う感じ。どう見
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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。

ABC Cooking Studio
女性の心をつかむブランディングの軌跡
著 者：志村 なるみ
出版社：朝日新聞出版（2010/4/20）
定 価：1,365円
ガラス張りでカラフ
ル・ポップな感じの
料理教室というイメ
ージ。全国100店
舗を誇る日本最大の
料理教室がブランド
化するまでの道のり
を、女性の心を虜に
するマーケティング、宣伝費をかけ
ない口コミの秘訣、99%をしめる女
性社員の活用法、おしゃれな空間づ
くりなど女性向けビジネス成功のコ
ツが語られる。

ホッピーの教科書
著 者：石渡 美奈
出版社：日経BP社（2010/5/27）
価 格：1,470円
「7年間で年商4倍」
の理由は社員 共 育
にあり! 成長する
ためにはなぜ 共 育
が必要なのかとい
った理論から、ホ
ッピー独自の社員
研修や勉強会とい
った実践的な内容まで紹介。若い社
員たちと新米社長の共に学び、格闘
しながら成長し続けてき現場が生み
出したホッピーの生きた教科書です。

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）
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起業家のための
第2回

浜松綜合法律事務所
今回は、労働契約における試用

このことから、使用者が本採用

岡本 英次

弁護士

2 経歴詐称

期間について説明したいと思いま

を拒否できるのは、

す。

①労働者について当初は知ること

採否や労働条件の決定に影響を及

ができず、または知ることが期待

ぼしうるような重要な事実に関す

できないような事実を知るに至

るかどうかが判断の分かれ目です。

った場合

履歴書に誤記があっただけでは本

第1 「試用期間」とは
現在、多くの企業では、本採用

経歴詐称については、それが、

を予定している者について、入社

②そのような事実に照らせば、労

採用を拒否できませんが、職務の

後の一定期間、正規従業員として

働者を引き続き雇用しておくの

性質上、正規従業員としての採用

の適格性を有するか否かを試した

が適当でないと判断することが

や労働条件の決定のために、一定

後に、本採用するかどうかを決定

客観的に相当と認められる場合

の学歴や職歴を有すること
（あるい

するという制度を採用しており、こ

に限られると考えられています。

の期間のことを「試用期間」と呼ん
でいます。

のに、この点に関して詐称があっ
第3 具体例

法律的には、この契約関係は

本採用を拒否できるかどうかは

「解約権留保付労働契約」
と考えら

事案に応じて千差万別で一概には

れており、既に労働契約は成立し

言えませんが、よく問題となる事情

ているが、もし試用期間中に労働

についてごく簡単に触れておきま

者の不適格性が発覚すれば、使用

す。

者はそのことを理由に本採用を拒
否（解約権を行使）することができ
るとされています。
第2 本採用を拒否（解約権を行
使）できるとき
では、どのような事情があれば、

は、有しないこと）
を重視していた
たのであれば、経歴詐称を理由に
本採用を拒否することが認められ
るでしょう。
第4 最後に
正規従業員に対する解雇と比べ
れば、本採用の拒否は緩やかに認

1 労働者の勤務態度や能力

められると考えられていますが、

労働者の勤務態度や能力の問題

そうは言ってもやはり労働者保護

は本採用拒否の理由となりえます。

の要請は強く、本採用拒否にも相

しかし、単に「やる気がない」とい

当厳格な制約があるということに

った曖昧な理由や、些細なミスを

十分ご留意下さい。

理由として本採用を拒否すること

使用者は本採用を拒否することが

は困難で、例えば、遅刻や無断欠

できるのでしょうか。

勤を繰り返す、上司の指示に全く

試用期間中は、労働者にとって

従わない、勤務成績が平均より著

は留保されている解約権が行使さ

しく不良である、といった事実が

れるかもしれないのですから、非

客観的に明らかでなければ本採用

常に不安定な状態であると言えま

拒否は難しいでしょう。

す。それにもかかわらず、このよう

労働者の勤務態度や能力等につい

な制度が是認されているのは、短

て、客観的に判断するための基準

期間で労働者の適格性を把握する

や試験を設けておくのも一つの手

には限界があるであろうという使

です。

用者側の事情に顧慮してのことで
す。

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）

浜松綜合法律事務所
弁護士 岡本英次
http://www.hamamatsusogo.com/
TEL 053-401-5705／FAX 053-401-5706
営業時間 9：30〜17：00（土日祝日除く）
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おめでとうございます！
【3月】
株式会社メディカルフォレスト

2008年 3 月14日

宮武社会保険労務士事務所

1991年 3 月 1 日

テー・ピー・エスサービス株式会社

1978年 3 月

株式会社メビウスアイ

2008年 3 月 3 日

株式会社ビューティバンク

2008年 3 月 3 日

京橋運送株式会社

1944年 3 月16日

ワールドネットインターナショナル株式会社

2000年 3 月

株式会社NYC＆Co

2009年 3 月12日

【4月】
株式会社ビジネスアシスト

1999年 4 月14日

三田カンパニー

2009年 4 月 2 日

株式会社モバイルコマース

2004年 4 月 5 日

清水・吉川法律事務所

2008年 4 月21日

株式会社ネオハル

2009年 4 月 1 日

和泉監査法人

1983年 4 月27日

株式会社フォーナイン

2009年 4 月16日

デイト＆パートナーズ有限会社

2005年 4 月 1 日

セントラル会計事務所

1999年 4 月 1 日

株式会社ジャパンホームクリエイト

1996年 4 月 9 日

ヒューマンフィールド株式会社

2008年 4 月25日

株式会社カク・コーポレーション

1986年 4 月24日

株式会社スマート

2008年 4 月10日

株式会社マイ・ステージ

2005年 4 月19日

株式会社Sparks＆Company
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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。

アイティオール株式会社

2007年 4 月11日

株式会社HIGHコーポレーション

2005年 4 月18日

株式会社ライズ

2002年 4 月 1 日

株式会社トラストマインド

2007年 4 月25日

株式会社リードコーポレーション

2008年 4 月10日

【5月】
有限会社ワタナベ設備

2005年 5 月26日

熱匠株式会社

2006年 5 月18日

小澤司法書士事務所

2007年 5 月 2 日

株式会社すまいる

2007年 5 月 1 日

日興インターナショナル株式会社

2008年 5 月 1 日

株式会社Sparks＆Company

2008年 5 月20日

株式会社オークネットサービス

1997年 5 月14日

株式会社フィット

2009年 5 月14日

GLOBAL CHEF 株式会社

2009年 5 月 1 日

アクティスプランニング株式会社

2005年 5 月27日

株式会社大洋企画

2009年 5 月24日

株式会社光設備

2009年 5 月 1 日

パシフィック・ビュー・コーポレーション株式会社

2002年 5 月14日

株式会社第2学区

2007年 5 月

みなとアセットマネジメント株式会社

2005年 5 月27日

株式会社シェイクス

2009年 5 月25日

富士ソフト株式会社

1970年 5 月15日

株式会社フィット

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）
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独立 開業

起業家
応援団！

女性弁護士

主な

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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格言（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！

当事務所では、東京・赤坂を中
心に企業法務に関する総合的なご
支援をさせて頂いております。

ければと思います。
なお、法律問題が発生する都度、
ご相談頂くこともできますが、企

代表弁護士廣瀬は、主に企業法

業のお客様の場合は、当事務所と

務を扱う法律事務所にて長年にわ

顧問契約を締結して頂く方法もご

たり研鑽を積んだ後、昨年秋に当

ざいます（いわゆる顧問弁護士制

事務所を開設しました。

度）。この場合、重要な法律問題

当事務所は、お客様の個々のご

はもとより、些細な問題であって

要望に応じた、質の高い、きめ細

も、お気軽にご相談頂けますし、

やかなリーガルサービスを提供す

単発のご依頼よりリーズナブルな

ることを目指しております。企業

料金で対応させて頂きます。詳細

の経営者の皆様は、日々決断を迫

につきましては当事務所ホームペ

られ、時には孤独や迷いを感じな

ージをご覧下さい。

がら決断しなければならないこと
もあると思います。当事務所とし

個人のお客様に対しては、各種

ましては、法的助言を通して、お

民事事件に関する助言を行ってお

客様と解決策を共に考え、より良

ります。お客様の意向を十分に汲

い解決を導けるようお手伝いでき

み取り、より良い解決を導けるよ

ればと思っております。

うお手伝いできればと思っており
ます。

当事務所のお客様の企業規模と
しては、中小企業のお客様が多く、

なお、今年1月より「相続・遺

創業まもない企業様もいらっしゃ

産分割の専門ウェブサイト」をオ

います。 特に、中小企業様は、

ープンいたしましたので、ご興味

社内で法務スタッフをかかえるこ

のある方は、あわせてご覧下さい。

とは難しく、様々な法律問題を抱
えていたり、法的なチェックをあ
いまいにしていたためにトラブル
になってしまうことが多いように
思います。
実際、相談を受けてみて、もっ
と早く弁護士に相談して頂ければ
よかったのにと思うこともありま
すので、お気軽にお問い合わせ頂

格言（起業家精神・人生を変えた言葉より）

代表弁護士 廣瀬 真利子
〒107-0051
東京都港区元赤坂1-3-9 荻島ビル2F
TEL：03-6438-1842
FAX：03-6438-1843
Mail：info@sunflower-law.com
URL：
◎サンフラワー法律事務所
http://www.sunflower-law.com/
◎東京遺産分割相談
http://tokyo-isansouzoku.com/
事業所開設日：平成21年10月10日

Q1 事務所名の由来は？
「サンフラワー」とはひまわりの英
語名です。常に弁護士の使命を忘れ
ずに業務遂行していきたいと考え、
弁護士の象徴であるひまわりにちな
んだ名前にいたしました。
Q2 ロゴの由来は？
当事務所のロゴは、事務所名のサン
フラワー（ひまわり）をイメージし、
ハートをかたどった花びらから構成
されています。ご依頼頂いたクライ
アントの皆様と心をこめたおつきあ
いをさせて頂きたいとの想いを込め
たものです。
Q3 今後の夢や目標は？
お客様からの感謝の言葉が次の仕事
への原動力となります。お客様に、
当事務所に依頼してよかったと思っ
て頂けるよう、案件解決にむけて取
り組みたいと思っております。

電脳かわら版 Vol.28
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独立 開業

起業家
応援団！

Q1．現在に至るまでのプロフィー

だった為『Funky D』を開店する運

ルを簡単に教えて下さい。

びとなり今に至ります。

A．横浜のペットショップ勤務／三
重県ブリーダー勤務（ドッグショー

Q3．子育てとの両立はどのように

経験あり）／東京動物病院勤務／

やられてますか？

ペットショップ勤務（店長）／Funky

A．本来なら産休・育休を経て仕事

D 中野店オープン
（2004年）
／Funky

復帰したいのですが、事情により

D Plus 2号店代々木上原店オープン

出産後3カ月で復帰になってしま

（2008）

い、子供を保育園に入れなければ
いけなくなってしまいました。現在

Q2．起業のきっかけは？

は、AM10〜PM4時までの時間短

A．
トリミング専門学校に行っている

縮で仕事をしています。

時からの夢でした。 必ず自分のお

スタッフの育成もようやく定着し

店をもってやってやる！ と思って

てきたので安心して育児と仕事を

いました。

両立しています。

動物病院と次のペットショップは
同経営者で、ペットショップが下火

Q4．今後、どのようなお店にして

なので盛り上げてほしいと店長と

行きたいですか？（将来的な夢や

して勤務しました。その際、うまく

目標）

行けば委託経営も考えてもいいと

A．
まず、スタッフ育成。お店を拡

言うことで4年ほど勤務しました。

大しても同じサービスを出来ない

売上げが上がり、お客様との信
頼関係もお店も活気がつき、その

展開も夢です。
自分の技術を伝えていけるよう

言うことでそこを辞め、自分で出来

な 学校 や 塾 などの設立も今

る事を見つけてみようと不動産か

後の目標です。

ら探し始めました。
屋さんと当店オーナーが知り合い

ルバス・アロマスパ・ハーブパック
Q5．お店のPRをどうぞ（こちらは、

などがあります。毛穴からの汚れ

たくさんお書き下さいね）

がたくさん出た後のブローは、フワ

A．犬・猫ちゃんのトリミング・グッズ

フワになります。

の専門店です。プードル・シュナウ

電脳かわら版 Vol.28

親切・丁寧はもちろんワンランク

ザーなどカット犬種を得意とし、

上のわんちゃんのカットをお楽しみ

色々なカットアレンジがあります。

下さい。

お店の人気サービスでは、バブ
10

TEL：03-5809-3551
FAX：03-5809-3552
URL：http://yoyogiuehara.funkydplus.com/
設立：中 野 本 店：2004年5月
代々木上原店：2008年7月

と意味がないので。お店の多店舗

結果は親族が経営に関わりたいと

たまたま入った高円寺の不動産

代々木上原店長（トップスタイリスト）
濱邊 美希
◎GroomingStudio FunkyD plus
〒151-0064
東京都渋谷区上原1-20-5

（Q：編集部 A：濱邊店長）
格言（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！

企業経営で経営者の方が一番気

た。でも私たちが開発した商品を

にしているリスクの中の1つに

導入して会社の経営が安定した企

「商品価格の変動」があります。

業は多く、このような金融商品は

例えば購入しているアルミの価格

その「正しい使い」方を理解でき

が30%も上昇したらどうでしょう

れば非常に強力なリスクマネジメ

か？もしそれが受注後だったらど

ントの手段になりえるのです。そ

うなるでしょうか？せっかく受注

のためには100%お客様の立場に

したにも関わらず、利益が出るど

立って考える必要があると強く思

ころか赤字にさえなってしまう可

うようになりました。となると、

能性があるのです。このようなリ

大手金融機関や商社のグループ企

スクのことを市場リスクと呼びま

業でやろうと思っても、やはりそ

すが、もしこのリスクをコントロ

のグループ企業のカラーが強く出

ールできたらどうでしょうか？で

てしまってお客様目線でなくなっ

も日々の業務を抱えながらその方

てしまう可能性があることから、

法を考え、実行することは相当な

思い切って独立系の企業として起

負担だと思います。私達の会社は

業することにしました。

この市場リスクをいかに回避し、

このようなコンサルティング業

利益を確保しながら業績を安定化

務のほか、弊社では原油価格や金

させるかということをお客様と一

属価格等の見通しレポートを作成

緒に考えるコンサルティング会社

し、メールやブログで配信してお

です。

ります（リサーチ業務）。ときど

そもそも私たちは起業する前、

き、日本経済新聞やテレビ東京に

外資系金融機関で原油やアルミニ

もコメントを出したり、出演した

ウムといった原材料価格に連動す

りしておりますのでご興味がある

る商品の開発・販売を担当してい

方は是非一度ご覧になってみてく

ました。しかし、証券会社で働く

ださい。

人間から金融商品のセールスを受
けても、「ああ、自分が売りたい

代表取締役社長：新村直弘（写真左）
大崎将行（写真右）
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3-2-14
YNビル3階
TEL：03-6268-9653
FAX：03-6268-9619
Mail：iinfo@marketrisk.co.jp
URL：http://www.marketrisk.co.jp
（会社ウェブサイト）
http://d.hatena.ne.jp/Aburauri/
（会社ブログ）
事務所開設日：平成22年5月
社名の由来：企業経営、特に製造業の
経営にとって重要な、原材料価
格変動リスクコントロールのた
めのアドバイスを行う企業であ
ることが、誰が見てもわかる社
名にしようと考えました。
Q1 今後の夢や目標は？
私達の考え方が多くのお客様に受け
入れてもらえるようになり、お客様
の経営の安定を通じて本当に強い日
本を取り戻すこと。
Q2 座右の銘を教えてください
新村「継続は力なり」
大崎「一意専心」

ものにそれっぽい理屈をつけて売
っているのだな」と思われてしま
うことも多いのです。お客様の不
安を取り除くために一生懸命丁寧
に説明すればするほど、余計に怪
しまれたりしたこともありまし

格言（起業家精神・人生を変えた言葉より）

著書

『コモディティ・デリバティブのすべて』
監修：新村直弘
著者：北方宏之・佐藤隆一・濱宏章
出版：金融財政事情研究会
発売：きんざい
発行：2009/02/28
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独立 開業

起業家
応援団！

女性起業家のための応援サイトOPEN！

「Woman Office Project（WOP）
」
〜女性起業家の夢のステージを応援します〜
「あれが欲しい！ これも欲しい！ 事務所はセンスが良くなくち
ゃ！ でも値段が高いのはちょっと…」こんな欲張り女性のオフィ
スの立ち上げを、全力にてサポートいたします。新品・中古品をバ
ランス良く取り入れ、リーズナブルなお値段で快適オフィスの創造
を目指します！ 四谷ショールームにはWOP『オフィスコンシェル
ジュ』が常駐しておりますので、オフィスの新規立ち上げ、移転の
などお気軽にご相談下さい。
☆女性起業家オフィス用品導入事例 ⇒ P9「サンフラワー法律事務所様」

URL：http://www.woman-office.com/

■ 女性起業家応援サイトオープン記念プチルポ ■

『潜入！女性社長の集い-J300-レポート』
5月31日
（月） 表参道ヒルズ スペースオーにて
女性起業家を心より応援するために、

会場にて、今年一年の 決

「第2回J300の集い」
に行って来ました！

意表明 なるものが貼られてあ

女性社長として、事業主として活躍する

りましたので女性社長の意気

旬な女性300人が集まり、目線の高さ、さ

込みを一部ご紹介！

らにそれぞれが大切にする思いを共有

私が印象に残った社長さん

するイベントです。専門性が高い小規模

の事業内容は、
「絶対なくさな

企業群がそれぞれの強みを活かしあ

いピアスキャッチ」
という金具屋

い、事業を一歩進めるサポートと場の提

さん。商材はこれひとつだけ。

供としても昨年以上に人気を高めており

日本人のきめ細かな技術を世

ます。今年は、なんとライブ中継もあった

界に発信していく模様。国内

ようです（
。http://www.ustream.tv/ま

特許取得、現在国際特許出

たは｢J300｣にて検索）

願中とか。何でも自分の想いは、叶うも

いきなり
「ぶっちゃけ、
『日本の未来は

のなのですね。また、丁度オフィス移転

明るい』
と思いますか？」から始まるパ

を考えていらっしゃった化粧品関係の

ネルディスカッション。公立中学校の女

女性社長さんとお話ができ、現在ご提

性校長や、世界中の人びとが、安全で

案させていただいている最中です。

正義が貴ばれる社会で生活できるよう

さて、バリバリ仕事している若いOL

活動をしている人権ＮＧＯ
（非政府組織）

さんも、今夜の夕飯を考えながら仕事

の代表者など、これからの日本のある

をしているママさんも、みなさんまとめ

べき姿を追い続けています。

て起業支援いたします！
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独立 開業

起業家
応援団！

第3回

電脳大運動会 初夏の陣！
5月22日
（土）
、雲ひとつない五月晴れの河口湖。今年は、お付き合いのある会社の従業員様の参加も含め、
総勢70人余りで富士山麓にての大運動会となりました。今年の4月入社の新入社員が、同期揃って最初に
取り組む電脳イベントです。企画から準備・当日の手配・パフォーマンス等、元気にやってくれました。

◇25期生新人たちの素直な感想◇
◎皆さんと一緒に盛り上がることが出来て
とても楽しかったです！企画や準備は大変で
したが、同期との仲も深まり、本当に良い思
い出となりました。
（営業統括室営業支援チ
ーム 三浦幸恵）
◎大した準備も練習も出来ずに迎えた本番
でしたが、皆さんが盛り上げてくださり、心
から楽しめました。何より「運動会」そのも
のが久々で、新鮮で、熱かったです！
（営業
部四谷店 松本大佑）

◎運動会当日まで、皆様に楽しんで頂ける
ような運動会にする為、25期全員で考えな
がら、企画をさせて頂きました。
（途中割愛）
普段はあまり会えない25期みんなの絆も、
電脳の全社員の絆も、この運動会を通し、
より深まったのではないかなと思います。
当日まで協力していただいた先輩方も、あり
がとうございました。
（商品部 川越すみれ）

14
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◎今回は種目の企画だけでなく、運動会全
体の運営に携われたことが大きな学びとな
りました。また、準備を進める上で協力し合
える素晴らしい同期に恵まれたと実感でき
たことが、今回一番嬉しく思いました。
（田町
店 堀田智世）
◎今回は反省の多い運動会だっだと思いま
す。しかし企画や予算などを全てに携われ
たことがとても良い経験になりました。多く
の方に支えていただけたこと、終わってから
「楽しかったよ」と声をかけていただけたこ
とが何よりも幸せなことでした。
（八丁堀店
相川麻佑子）
◎同期全員で集まる機会をもてず、本番ま
で不安でいっぱいでしたが、皆さんから温か
いお言葉も頂けたのがとても嬉しく、サプラ
イズでダンスをやって良かったと思いまし
た。
（八丁堀店 溝口智子）
◎大阪勤務なので日頃皆さんとお会いでき
ませんが、運動会では一緒に綱引きやリレ
ーができ、とても楽しかったです！皆さんに
楽しかったと言って頂けて嬉しかったです。
（大阪谷町店 安達由佳）

◎運動会の計画をすることなど滅多に無い
経験だったので、同期の皆で協力し合い、
運動会を無事成功させた事は大変貴重な体
験でした。そして先輩や色々な方々の手助
けがあっての運動会成功なので、協力して
いただいた皆さんには本当に感謝していま
す。運動会自体も皆さんに楽しんでいただ
け、自分もとても楽しく参加できたのでとて
も良い思い出になりました。
（商品部メンテ
ナンス 田部遼介）
◎新入社員として企画・運営を一からやって
みて、とても大変でしたが、その分皆さんの
楽しかったという一言がとても嬉しかったで
す。
（商品部 高山昌宣）

◎社会人で運動会をやるとは凄く新鮮でし
た。久しく運動会をやってませんでしたし、
懐かしい気持ちにもなりました。２５期が中
心となってやった運動会は競技で少し苦い
思い出になりましたが、来年は笑い者になら
ないようにします。
（商品部 糸井川）
◎当日に渋滞に巻き込まれ、25期の中で自
分だけ大幅に遅刻してしまいました。開会式
で選手宣誓をやることになっていたので、同
期の糸井川くん、川越さんには、特にご迷惑
をおかけました。企画や運営、サプライズの
ダンスなど、大変でしたが、みなさんに楽し
んでいただけたみたいで良かったです。
（商
品部 石田憲央）

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）

先輩起業家の体験談ということで、去る5月29日

表紙でもおわかりのように、今年も群馬の田んぼ

（土）
、所沢商工会議所主催の「起業に向けた2日間短

にて電脳若侍が田植えをやってまいりました。今年

期集中講座（実践）」の半日を、当社代表の室井が1

の田んぼの面積は、昨年の約3倍！やばい！腰が！と

勝9敗とつぶやく人生体験談を語らせていただきまし

運動不足な田植うえったー達ですが、育てて食べる

た。若い起業家から、中堅・シニアの方まで少しで

ご飯の絆は、この上ない幸せを感じることでしょう。

もお役に立てれば幸いです。

同じ釜の飯 はよくありますが、 同じ田んぼの飯
は人生の中でもなかなか一緒にはできないものです。
秋の収穫が楽しみ〜楽しみ〜♪

アンケートより

印象に残ったキーワード

是非、収穫の時期のOAランド各店舗にいらしてく
ださい！今年の実りが当たるかもしれませんよ！

「経営理念の重要さ」
「自分自身楽しく働く」
「目標達成の為の気づきノート作り」
「素直な心と即実行」
「リーダーの自覚と台頭」
「一度掴んだイイお客を二度と離さない」
「徹底的にパクれ！
（TTP）
」

前回に引き続き、本の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をご記入の上、FAX
にてご応募下さい！
（土）到着分 となります。正解者の
締め切りは、平成22年7月30日
中から抽選で2名様に、志村なるみの直筆サイン入り本をプレゼントいた
します。
（最強の読書術にてご紹介）奮ってご応募下さい！

◎株式会社福本ボデー
◎林税理士事務所

M様

H様

Q 問題
独立 開業

OAランドでは、6月より女性起業家応援サイトがオープン
しましたが、そのサイトの名前は何でしょうか。正解をご

起業家
応援団！

記入の上、編集部までご応募下さい！(ヒント：本誌P12)

ご応募は編集部まで

http://www.kaisetsu.jp/

□■編集後記■□
◆
【かわら子】
◆
【Dix-Huit】

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

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）
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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）

