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！─

真の豊かさは心にある

Matterhorn
≫≫≫ 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/ ≪≪≪

目

次

02¡25年を終えて
百年続く企業を目指して
03¡Manager Spirit
新店長紹介
04¡独立開業
6・7・8月に会社のお誕生日を迎えられたお客様
06¡連載／身近な弁護士相談所
第3回「離婚について」
07¡新連載／TCS情報発信基地
コンピュータのセキュリティについて

08¡OFFICE DESIGN
小金井法律事務所
09¡電脳・起業家USER紹介
小金井法律事務所／㈱タイトプランニング／
㈱Ido／プライムアシスト㈱
13¡旅太郎の旅日記「スイスを旅して」
15¡電脳トピックス／作文コンクール
HAPPY EVENT他／夏休み作文大賞決定！
16¡女性起業家応援Cafe／本のプレゼント
㈱ラボーアンジェリック／スイスのガイド本

独立 開業

起業家
応援団！

起業して半世紀が過ぎようとし

は虹彩炎にまで至った。

ている。しかし、まだまだ…。
3ヶ月が過ぎたある日。何故か
1985年9月2日、恵比寿で産声を

心が軽いのに気づいた。何故だろ

上げた。しかしそこには、それほ

うと考えたら、そう言えばここの

どの高い「志」もなかった。また

ところ会社批判や上司批判をして

確固たる何をするもなかった。こ

いなかったなあ。（当たり前だよ

のままここに居たら自分がダメに

ね）

なる。ただただ、それだけの理由
で会社を飛び出した。

「長距離レースで勝つのはカメ
でありウサギではない」そんな言

サラリーマン時代の自分は、会

葉をある本から見つけた。妙に心

社批判、上司批判の多い決して褒

に落ちた。25年と言う月日は費や

められる社員ではなかった。それ

したが、今考えれば、本気で会社

でも一度、意を決し、二人の仲間

経営をしていなかったことに気付

を伴って社長に直談判に行った。

く。気づいたのは何を隠そう、こ

結果はまるで相手にされず一笑に

こ数年のこと。しかし、気づいて

伏された。それから暫くして3人

からは今迄の「何故？」の謎が解

で独立した。独立と言ってもそん

けてきた。

なに恰好のいいものではなかっ
た。家賃と水道光熱費を払うのが
やっとだった。仕事と言ったらサ

「人生は自分の決めた値段にな
る！」

ラリ−マン時代に付き合いのあっ
たある酒造メーカーの一担当から

「志」のないところに、結果は生

分けてもらった酒屋店名簿のデー

まれない。真の「日本一幸せな会

ター入力だった。確か、一件80円。

社」を目指しながら小さいながらも

そして昼間はフロッピーやプリン

沢山の方に愛され、そして存在意

ターリボンの販売。夜はワンルー

義のある会社を創造するため、い

ムマンションに交代で泊り込んで

よいよこれからが本当の船出。

入力作業。結果、指は腱鞘炎、目

代表 室井 亨

来期に向けての鍵を握る全体会議 7月31日全体会議にて
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9月より一部店舗を店長立候補制に！
ヤル気と個性あるプレゼンテーションで、夢をつかまえろ！
◇大山店新店長

やすいご提案』
を目指していきた

◆仙台店新店長

いと考えております。お客様と

柿崎 潤

地域密着、気軽

一緒に こだわりのオフィス を

7月まで都内墨

に入れる明るい

創っていきたいと思っています。

田区の両国店店

高橋 聡

入 社
4年目

店 舗 をモットー
にお店づくりをしていきます。お

長 をしていまし
◇田町店新店長
入 社
1年目

た柿崎です。今回仙台店の店長

客様にいつご来店頂いても常に

福嶋 真隆

新しい発見が有るような楽しい

O A ランド 田 町

もちろん地域密着型でお客様か

お店に致します。

店、新店長の福

ら愛される人柄、お店にしてい

嶋 真 隆（フクシ

きたいと思っています。私の持

マ

となりましたが、販売スタイルは

マサタカ）
と申します。OA

っている知識をお客様の為に使

ランドの東京本店として、歴代店

い、お客様にとって最も良いと

この度OAランド

長が大切にされてきた事を、しっ

思われるご提案をしていきます。

所沢店の店長に

かりと受け継ぎ、更に「お客様と

精一杯頑張りますので、今後と

就任しました上

の絆」を大切にするお店にしてい

もOAランド仙台店を宜しくお願

野です。OAランド所沢店は今年

きます。

い致します。

◆所沢店新店長
上野 靖博

入 社
8年目

で十周年を迎えることが出来ま
した。これも皆様方のお蔭でご

◇八丁堀店新店長
入 社
3年目

◇練馬谷原店新店長

ざいます。今後もOAランド所沢

若菜 正規

店は十年という月日を誇りに思

この度八丁堀店

練馬谷原店、店

い、どなたでも気軽にご来店い

の店長に就任致

長2年目の益子

ただける店作りを目指し、沢山

しました若菜と

（ますこ）です。

のお客様のお役に立てるように

申します。八丁堀店では、店舗

練馬谷原店は不動産関係のお客

色々なことにチャレンジしていき

独自の新商品や激安の中古商品

様が良くご来店される店舗で

たいと考えておりますので、宜

など他店舗とは一味違う店舗に

す。色々な商品を取り扱ってお

しくお願い致します。

したいと考えております。前任

りますので、お探しの商品、ご

者以上に、皆様に信頼頂ける様

要望があればドシドシご相談下

お店を盛り上げてまいりますの

さい。もちろんこれから開業さ

で、今後とも宜しくお願い致しま

れるお客様も大歓迎です！ ま

す。

た、練馬谷原店は都内OAラン

◆四谷店新店長
菅田 美智留

入 社
3年目

OAランド店舗初

入 社
3年目

ドで唯一駐車場を完備している

の女性店長を努
めさせて頂きま

益子 聡

◇秋葉原店新店長
入 社
1年目

店舗となります！ お車でのご

す。四谷店は、物件探しからレ

種田 浩幸

イアウトや什器・OA機器の導入

秋葉原店はお客

日に改装工事を行いリニューア

までワンストップソリューション

様と同じ立場で

ルオープンしたばかりですの

でのご提供を得意としておりま

物事を考えてい

で、皆様是非新しくなった練馬

すが、今後は更に、女性スタッ

きます。先の費用まで考えてお

谷原店にお越しくださいませ。

フが提供する細やかなサービス

客様に最適なプランをご提案し

皆様のご来店心よりお待ちして

や、
『男性だけでなく女性の起業

ていきます。種田、溝口にて心

おります。

家様も応援するために、誰でも

よりお待ちしております!!

相談しやすい店舗環境・わかり

来店でもご安心！ 店内も8月23

※「◇」の印は立候補店長です
※ 変更のない店舗は掲載されていません
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おめでとうございます！
【6月】
平井会計事務所

2008年 6 月 2 日

株式会社トラストホーム

2008年 6 月18日

東栄電気工業株式会社

1950年 6 月26日

エスエーエス有限会社

1999年 6 月25日

有限会社大原紙工

1985年 6 月

司法書士すずらん事務所

2009年 6 月 1 日

株式会社エターナルリンク

1998年 6 月 1 日

城北不動産株式会社

2008年 6 月18日

有限会社シャローム

1992年 6 月 1 日

カネカ物流株式会社

2007年 6 月 1 日

株式会社ベック

1996年 6 月25日

株式会社スギコーポレーション

2007年 6 月 1 日

実践進学ゼミ経理部

2009年 6 月21日

株式会社ジゾン

2009年 6 月12日

檜町ウィメンズクリニック

2007年 6 月 1 日

【7月】

4

株式会社フォーラムワン

2002年 7 月 2 日

株式会社ピンポイントサービス

2005年 7 月 7 日

テスト・リサーチ・ラボラトリーズ株式会社

2003年 7 月11日

有限会社ABYSS

2003年 7 月11日

税理士法人あおやま

2001年 7 月

株式会社SKK

2009年 7 月16日

株式会社DATELJAPAN

2006年 7 月 5 日

マスカル英語塾

2004年 7 月 1 日

エンレスト株式会社

2003年 7 月 7 日

コンサルビューション株式会社

2006年 7 月 7 日

プライムワン・エステート株式会社

2007年 7 月25日

聖教新聞販売店

2009年 7 月 1 日

細野充弘税理士事務所

2009年 7 月 1 日

アシスト設備計画

2009年 7 月 1 日

京橋白木株式会社

1896年 7 月10日

ツアーエンタープライズ

2009年 7 月 1 日

イーエルジャパン株式会社

2007年 7 月11日

株式会社光和インターナショナル

2003年 7 月23日

電脳かわら版 Vol.29

独立 開業

起業家
応援団！

事業成功に向けて、いっそうの躍進をお祈りいたします。

株式会社サクラリアルエステート

2007年 7 月 1 日

南工業株式会社

1942年 7 月29日

鎌田幸子司法書士事務所

2007年 7 月25日

株式会社e−CREW

1992年 7 月20日

【8月】
有限会社久里亜

2002年 8 月20日

株式会社アルファポリス

2000年 8 月25日

株式会社幸道

2007年 8 月10日

株式会社彩インターナショナル

2008年 8 月 5 日

アクチュアル・ブレーン株式会社

2006年 8 月 1 日

株式会社ポーカロ・ライン

2007年 8 月 6 日

株式会社ライフスタイル

2009年 8 月14日

株式会社プロポライフ

2006年 8 月 1 日

株式会社Ido

2008年 8 月 1 日

株式会社セルカシステム

2000年 8 月 1 日

おじま事務所

2009年 8 月27日

うらやま社会保険労務士事務所

2007年 8 月 1 日

株式会社タイトプランニング

2007年 8 月 1 日

株式会社ライフゲート

2003年 8 月22日

有限会社ベッカム

2002年 8 月 2 日

株式会社ミディアルタ

2009年 8 月 3 日

エイブラハム株式会社

2009年 8 月18日

サインアップ株式会社

2008年 8 月29日

朝日国際行政書士事務所

2009年 8 月31日

株式会社堀田商会

1968年 8 月16日

株式会社アイワット

2007年 8 月20日

株式会社リミックス

2008年 8 月 8 日

株式会社L＆H

2007年 8 月 8 日

松原診療所

1953年 8 月 1 日

株式会社タイトプランニング様
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起業家のための
第3回

浜松綜合法律事務所
厚生労働省の統計によると、平

養育費

弁護士

高貝 亮

るような場合、一定の頻度で面会

成21年の離婚件数は約25万組、同

養育費の考え方は、それぞれの

年の結婚件数は、約71万組でした

資力に応じて子どもに対する責任

ので、結婚した夫婦に対する離婚

を分担するというものです。話し

した夫婦の数の割合は約35％にな

合いのつかない場合は、裁判所が

ります。離婚は、私たちに一番身

決定します。基準額を表にした

離婚については、協議離婚でう

近な法律問題といえるかも知れま

「養育費算定表」が公表されてい

まく話しがまとまることにこした

できるよう取り決めておくとよい
でしょう。
手続について

せん。離婚に際しては、①親権、

ますので、相場がわからない場合、

ことはありません。勝ち負けより

②養育費、③財産分与、④慰謝料、

参考にされるとよいでしょう。

も、お子さんのことや自身の将来

⑤面接交渉の5つのポイントが重
要です。
親権

の生活の安定を中心に進めること
慰謝料

が大切です。お子さんが小さい場

離婚原因によっては、慰謝料が

合には、将来に備えて合意内容を

発生することがあります。不貞行

確実化するため公正証書を作成し

大岡裁きで、母と継母が子ども

為や暴力があった場合が典型的で

たり、調停手続で決定することが

を取り合う有名な話があります。

す。どちらが悪いということでな

有益です。調停手続は、裁判所

大岡越前が手を引っ張り合って勝

くても、当面の生活費の支援とい

（調停委員）を介した話し合いと

ったほうに子どもを渡すと言っ

った意味合いで支払われるケース

考えてください。調停を含めた話

て、引っ張り合いをさせたところ、

もあります。

し合いで解決がつかない場合、裁

子供が泣き出したので、一方が手
を離しました。それを見て大岡越
前が「子が痛がるを不憫に思い、

判手続に進むことになります。離
財産分与
財産分与は、結婚生活中に2人

婚訴訟では、弁護士がつくことが
望ましいところです。費用面で余

手を離したる方がまことの母」と

でつくった財産を清算するもの

裕のないときは、法テラス

裁いたといいます。

で、通常の分割比率は夫婦とも

（0570-078374）の代理援助の制度

現代でも、裁判所は子どもの福

50％づつです。見落としがちな財

祉を基準に親権者を判断します。

産としては、結婚中に増えた退職

小学校低学年くらいまでの小さな

金相当額（たとえば結婚時の退職

子どもの場合、母親が有利ですが、

金相当額が100万円、離婚時の退

既に別居している夫婦では、現在、

職金相当額が500万円だとすると、

どちらの親と一緒に生活している

差額の400万円分）や保険の解約

かという点も重視されます。

返戻金などがあります。他方、住

を利用することもできます。

宅ローンなど負の財産分与が発生
することもあります。
面接交渉権
離婚後も普通に子どもが両親の
間を行き来できるのが理想です
が、面会を妨げられる可能性のあ
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第1回

電脳株式会社
日常の業務において、皆さんは
インターネットやメールを利用さ
れていると思います。
社会における犯罪と同様に、コ
ンピュータの社会でも情報の盗難

TCS所属

柴田尚範（入社3年目）

状態に保つように心がけなければ

ナルファイアウォールを導入する

なりません。

と、ハッカーからの不正侵入を防

時々画面右下に「更新の準備が

いだり、ウイルスの侵入を防御し

できました」と表示される場合が

たり、自分のコンピュータを不必

あります。

要な相手から見えなくしたりする

やコンピュータシステムの破壊と

更新には多少時間が掛かるかも

いった犯罪が発生しています。そ

しれませんが、必ず実施しましょ

のような中で安全にコンピュータ

う。

ことが可能になります。
つづく

を利用するには、「セキュリティ
対策」が不可欠です。

■ウイルス対策ソフトの導入

次回予告

特に、インターネットは、私た

コンピュータのウイルスに感染

ちの社会生活を便利にしてくれる

しないようにすることは、コンピ

ものですが、ウイルスの感染やコ

ュータにおけるセキュリティとし

なくなった !?」

ンピュータへの不正侵入、個人情

てもっとも重要な対策です。最近

複合機とセキュリティソフト

報の流出など、常に多くの危険が

のウイルスは、メールを見ただけ

の関係と解消に方法をご説明

つきまといます。インターネット

で感染したり、ホームページを見

します。

を利用するためのセキュリティに

ただけで感染したりするウイルス

は数多くの対策がありますが、ま

ばかりではなく、勝手にインター

ずは「windowsの更新」
、
「ウイル

ネットやネットワークを通じて感

ス対策ソフトの導入」
、
「不正侵入

染するタイプのウイルスも出現し

の対策」の3つを心がけるように

てきています。

してください。

皆さんは、毎月新種が100種類
近く発見されているのはご存知で

■windowsの更新
セキュリティ上の問題（脆弱性）

しょうか？
ウイルスに感染しないようにす

を解決するための修正プログラム

るには、コンピュータにウイルス

が、マイクロソフトから提供され

対策ソフトを導入するのがお手軽

ることがあります。インターネッ

な手段です。

トを利用する場合には、これらの

最近のウイルス対策ソフトは、

修正プログラムを定期的に適用

この後紹介します「不正侵入の対

し、できる限りwindowsを最新の

策」の機能も含まれてきました。

「急に複合機のスキャナが使え

（お楽しみに）

※「TCS」とは、トータルカスタ
マーサポート部の略称で自社
保守エリアのコピー機保守サ
ービスを行っています。以下
が、自社保守エリアです。
【新宿区・渋谷区・千代田区・
中央区・墨田区・台東区・文京
区・豊島区・港区・板橋区・練
馬区・杉並区・中野区・品川
区・目黒区・北区・荒川区・世
田谷区・江東区・江戸川区】

■不正侵入の対策
コンピュータを不正アクセスか
ら防御するためには、パーソナル
ファイアウォールというソフトウ
ェアの導入が効果的です。パーソ
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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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当事務所は、中小企業・市民の

当事務所は、上記のような様々な

方の法律問題を扱っております。

法律問題に対し、包括的、継続的

代表弁護士は、これまで、企業の

な法律サービスを提供できる事務

取引問題、労働問題、合併、株式

所を目指しております。

移転、清算、倒産、著作権関係そ
の他の契約書の作成・検討、株主
総会関係その他の会社関係書類の
作成・検討、債権回収業務等を含

2、当事務所の立地、事務所内の
環境について
当事務所は、JR中央線武蔵小金

む、企業法務に携わり、一方で、

井駅（新宿駅から快速で24分）の

個人からの、遺産相続、労働問題、

すぐ横に位置しております。当事

債務整理問題、その他の民事事件

務所は、新宿区、中野区、武蔵野

を取り扱っておりました。

市、小金井市、国分寺市、国立市、
立川市、八王子市などJR中央線沿

1、包括的、継続的なサービスの
提供

線からはもちろん、JR武蔵野線沿
線、西武線沿線からもアクセスし

法律問題は多種多様で、企業の

やすい立地となっております。バ

法律問題に限っても、様々な問題

スによる、小平、清瀬、府中、調

があります。例えば、取引先との

布方面からのアクセスも便利で

契約・トラブル（契約・商取引）
、

す。

売掛金等の回収（債権回収）、従

事務所内は明るく静かで、落ち

業員の雇用（労働）、会社の運営

着いてご相談できる環境です。相

（株主総会、取締役の責任）
、会社

談にいらっしゃるお客様の中に

の組織再編（事業譲渡、合併etc）
、

は、緊張したり、混乱したりで、

事業再生（民事再生）、会社の整

冷静に話せない方もいらっしゃい

理（破産、清算）等、様々な問題

ます。法律問題の解決は、お客様

が発生します。

の抱えている問題を把握し、適切

一方で、企業を経営されている

な情報を引き出すことが重要です

方も、離婚や相続問題等、個人と

ので、お客様のお話をよく聞ける

しての問題にも直面することがあ

ような環境作りに努めておりま

ります。

す。

法律問題に直面した方にとっ

事務所の窓からは、再開発で新

て、弁護士を探すのは容易ではな

しいビルが建ち並ぶ、駅前の景色

く、案件毎に弁護士を探さなけれ

も望めます。是非、ご相談にいら

ばならないのは負担です。そこで、

して下さい。

代表弁護士 北原 由美子
〒184-0004
東京都小金井市本町1-19-12
亀屋ビル3階
TEL：042-316-4671
FAX：042-316-4672
Mail：kitahara@koganei-law.com
URL：http://www.koganei-law.com/
会社設立日：2010年6月
【略歴】
◆学歴
1997年 東京大学法学部卒業
◆職歴
2006年 マトリックス国際法律事務所
勤務
2008年 中島成総合法律事務所勤務
2010年 小金井法律事務所設立

小金井市イメージキャラクター『こきんちゃん』
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弊社は、販売促進ツールの企

理解させて頂きます様に心掛け、

画・デザイン・設計・製作をトー

趣旨を把握し、根本を察知出来ま

タルプロデュースする会社です。

す様に努めています。

メーカー様より、愛情の込めら

またお客様には、次回の打ち合

れた商品との企画での出会いを大

わせに備えて行動を頂くことを念

事に、素晴らしい商品を更に引立

頭に、打ち合わせのご確認と企画

て・更に目立つ様に演出する事を

の方向性のご確認を兼ねまして、

テーマに、販売促進ツールを考案

御見積り・サンプル等の必要と思

致します。

われますご提出物は、打ち合わせ

メーカー様の大切な商品が、お

の状況を予測致しまして、率先し

客様へ「目に留まるもの」
「手が届

てご提出させて頂きます様に心掛

きやすいもの」
「手に取りたくなる

けています。

もの」を想像し、また、店頭の販

お客様には常に主導権を持って

売員の方が「作りやすいもの」
「置

いただき、
「安心して企画を進行し

きやすいもの」
「かたづけやすいも

て頂きたい」という思いを込めて

の」を心掛け、店頭での演出にご

物創りに取り組んでいます。

協力を頂けます様、販売促進ツー
ルを考案致します。

「出会いました商品の販売にお

このように、売り場の状況に応

役に立ちたい」気持をお客様と一

じて、販売促進ツールでしか出来

体になり考案させて頂き、皆様の

ない演出を考案して参ります。

会社の一社員となり、同心でお仕
事に取り組みますことが、弊社の

大事な商品に皆様の想いを立体
物（かたち）で表現し、お客様に
想いを届ける価値のある商品アピ
ールをご提案させていただいてお
ります。
弊社のお客様は、広告代理店・
印刷関連業務の会社様が大半で、
メーカー様との直接の打合わせは
ありませんが、お客様との打合わ
せは貴重なお時間を有効にさせて
頂く為、お話しの内容を短時間で
10
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企業姿勢です。

代表取締役社長 泰井 浩伸
〒104-0033
東京都中央区新川1丁目21-8
石田ビル3階
TEL：03-5541-9898
FAX：03-5541-9899
Mail：tit@tit-plan.co.jp
URL：http://www.tit-plan.co.jp/
index.html
会社設立日：平成19年8月1日
出身地：兵庫県西宮市

独立 開業

起業家
応援団！

Q1．なぜ、不動産業で起業され

Q5．今年の目標は、何かありま

たのですか？

すか？ ありましたら教えて下さ

A．元々はアパレル業界の生産管

い。

理に携わっていましたが、縁あっ

A．とにかく、目標達成！数字的

て、この業界に飛び込みました。

目標はもちろん会社自体が成長で

大事なお客様の財産を預けて頂く

きるように。

には、その会社、若しくはその人
に信頼がなければなりません。
会社の看板で商売するのではな

Q6．御社の得意分野は何です
か？

く、裸一貫で勝負したいと思った

A．売買、賃貸は当然ですが、ゲ

からです。

ストハウス、シェルハウス、また
サブリースなども対応していま

Q2．起業してからの夢はありま

す。貸主借主、また隣地同士のト

すか？

ラブルの折衝業務等、大変な仕事

A．常に成長し続けていく事自体

こそ得意です。

が夢なので、一つの形としての夢
はありませんが、会社自体が社会

Q7．最後に御社のアピールをど

に対する人材育成の場になる事が

うぞ

一つの夢。

A．親切丁寧、誠実第一で業務に

代表取締役 深川 元紘
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16-20
TEL：03-5368-4610
FAX：03-5368-4611
Mail：mf@yes-ido.co.jp
URL：http://www.yes-ido.co.jp
会社設立日：2008年8月1日
社名の由来：「Yes. I do」の精神で、
どんな依頼にも素早く対応し、難し
い案件でも最後まで諦めずに、最後
の最後まで全力で取り組む意味。

取り組んでおります。少しでも必
Q3．起業されて、ちょうど2年目

ずお役に立てる様努力させていた

になりますが嬉しかった事、また、

だきますので、なんでも御相談下

つらかった事はありましたか？

さい。一経営者としては、売上

A．お客様のスムーズな問題解決

げ・成績だけをを求めていては会

のため、無理難題の案件をクリア

社・人間としての成長に限界があ

して行く度に、喜びを感じます。

る事に気付かされます。依頼者の

またつらいと思った事はありませ

立場になり、どんな小さな御相談

ん。好きで独立したのですから。

にも全力で取り組んでいく事が成

Ｊ Ｒ 山 手 線：代々木駅東口出口より
徒歩5分
都営大江戸線：代々木駅A2出口より
徒歩6分

長への近道だと思います。千里の
Q4．仕事の上で、現在のお悩み

道も一歩から…ですね。

事、または気にかかるような事が
ありますか？
A．特にありません。
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私は、総合商社の日商岩井株式会
社（現：双日株式会社）
に入社し、エ

◆アシスト１．営業・販路開拓支援
弊社は、国内外（欧米・アジア）
、

ネルギー部門及び情報産業部門に

業界を問わず、多数の営業ルート

在籍し、2005年8月
（29歳）
に独立致し

を保有している事からあらゆる企

ました。情報産業部門時代は、投資

業との口座開設・販売代理を展開

会社としての顔を持った時期もあれ

させて頂きます。

ば、ベンチャーの営業部長・管理部
長・経営陣としての顔を持った時期
もありました。複数企業の取締役や

◆アシスト２．経理・財務支援
弊社は、経理・財務支援として、

代表取締役も経験してきましたが、

経理サービス（かなり安価です！）
、

24歳ではじめてベンチャー企業の取

資金調達支援からM&Aの支援まで

締役となり、アップダウンを日々感じ

展開しております。企業の資金繰

ながら邁進してきました。

りの重要性を肌で感じてきました。

代表取締役社長 木村 臣宏
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-1-1 3F
TEL：03-3708-7804
FAX：03-5797-5809
Mail：sales@primeassist.co.jp
URL：http://www.primeassist.co.jp
会社設立日：2005年8月1日

現在は、商社・ベンチャー時代の
営業・管理・経営経験や成功・失敗

◆アシスト３．人事・総務支援

経験を生かし、企業・小売店の裏方

弊社は、電気代・CO2削減支援

さんとして尽力しております。社名の

（LED・省エネ蛍光管のリース・

由来は、Prime＝
「最も重量な、一流

ESCOサービス）
、人材紹介の支援、

の」
とAssist＝
「支援・サポート」を組

損害保険の代理業からウォーターサ

み合わせたもの。つまり、企業・小

ーバーの提供（2010年9月からは、
「空

売店の「真の右腕」的存在になれれ

気から水を生成するサーバーの権利

ばと思っております。

元」
となります）
まで、人事・総務部が

企業が抱える資金繰り問題・借入

必要としているサービス・商材を提

と返済・連帯保証人の辛さから訴訟

供させて頂いております。多少の電

まで、苦しい所を全て味わったから

気代削減も、販管費削減には重要な

こそ、みなさまが抱える本当の悩み

意味合いを持ちます。

を理解し、解決できると自負してお
ります。踊る大走査線の織田裕二で

◆アシスト４．システム開発支援

はないですが、全ては泥臭い現場を

弊社は、中国（上海）にシステ

経験しているか否かでサービスの質

ム開発拠点があり、安価でシステ

が変わってくるかと思います。右記

ム開発・保守を提供させて頂いて

は、弊社のアシスト一覧です。

おります。ぜひ、一度、ご相談く
ださい。
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【略歴】
1976年 1 月 東京都生まれ（3歳〜12
歳まで米国で生活）
1999年 3 月 慶應義塾大学法学部卒業
1999年 4 月 日商岩井株式会社入社
（エネルギー本部在籍）
（現：双日株式会社）
2000年 7 月 日商岩井株式会社退社
2000年 8 月 ITX株式会社入社（旧：日
商岩井の情報産業本部）
2004年10月 ITX株式会社退社後、ITX
のグループ会社で代表取
締役を務める
2005年 8 月 プライムアシスト株式会
社設立
◆役員経験
代表取締役経験2社、取締役経験数3社
◆座右の銘
「創造への挑戦」by 木村臣宏
常に、創造性ある付加価値を提供す
る事を心がけております。付加価値が
あって、はじめて「感謝」されるもの
だと思っております。
また、どのような難局に直面しても、
創造性があれば、壁を乗り越えられる
と思っております。

「スイスを旅して」

＿

Toru Muroi
長年の夢であり、目標のひとつだ
ったスイスへ行ってきました。なん
と目標にしてから5年の歳月。そし
て憬れの風景の中に身を置くこと
ができました。
7月8日木曜日10：25、成田発
LX0161便、スイスヒューリッヒ直
行便に搭乗。
飛行時間は約12時間。
ツアコンさんからは4000m級の山
に登るため、気候は夏だがマイナス
5度からプラス30度までの服装を
用意して下さいと言うこと。カバン
には、登山靴を初め山の服も含め
ギシギシの詰め様。
アイマスクとエア枕をバックから
出し、スリッパに履き替える。兎に
角、長丁場。機内食を頂いて休息
をとることに専念。幸いにも、この
二週間、この日のために、それなり
に活動していたため、程よい疲労感
も手伝って3時間程熟睡する。当然、
まだまだ9時間もある。飛行機は秋
田の上空、北海道を経由してソビ
エト連邦国、そしてドイツ上空を通
過し、ようやく目的地上空へ。窓か
ら眼下の風景が見える、白く濁った
河の流れ、そこに掛かる橋、牧草地、
森、オレンジ色の屋根。懐かしい思
いとわくわく感。機内放送が流れ
る。時計の針を8時間戻し現地時
間に合わせる。15：55分着陸。気
温28度。迎いのバスにて15分ほど
でヒルトンホテルに到着。暫しの
休息、浴槽にたっぷりのお湯を張
る。18：00分、ホテルのシャトルバ

スにて、一人、夕食の買い出しに空
港に隣接するスーパーへ。今日は
旅の初日、少し贅沢をと、ささやか
なパーティの準備。外は20時を過
ぎていると言うのに、夕闇は一向
に来ない。
7月9日、6時にモーニングコール
で起こされる。朝食は3階上がった
ラウンジでのバイキング。チーズは
勿論のこと、調理されていないその
ままの果物が皿に山盛り。パンと
サラダと乳製品を頂きながら、お腹
を満たす。ホテル出発8時を過ぎて
もバスは来ない。どうやら事故渋
滞に巻き込まれたと言うこと。
ようやく乗車し、ルツェルンへ約
62km。街を散策。昼食はまたもや
チーズ料理、
ポテトの温チーズ添え。
街は夏のバカンスを楽しむ人たち
で賑わう。高級時計店内を埋め尽
くしているのは、中国からの観光客
がほとんど。街の散策を終え、一
路、プリエンツ湖へ。そして1時間
30分のクルーズを楽しみながらイ
ンターラーケンへ向かう。氷河か
ら輝きながら蛇行し流れ落ち集め
られた水が湖に。時折、雲から顔
を出す太陽の光を浴び、石英の粒
子と反射し、エメラルド色に輝く。
そして湖からの心地よい風が頬を
撫でていく。終点から登山鉄道に
乗って、いよいよユングフラウヨッホ
を臨む、ウェンの街へ、なんとこの
U字谷の街の人口は僅か800人。
食料品の買いだしは6時まで営業
している駅前のCOOPのみ。ホテ
ルから見える風景は絶景。雪を被
ったユングフラウヨッホの雄大な
山々が迫る。ラウンジで食事を済
ませ、部屋に戻り外を見ると何やら
雲ゆきが怪しい。そして雷鳴ととも
に、夕立が。これで明日も晴れるだ
ろう。そして朝やけの雄大な風景

が楽しみ。
7月10日朝4：30起床。時差のせ
いか体内の時計が大きく狂ってい
るようだ。しかし期待通りの風景。
陽が昇るのが待ちきれなくて、カメ
ラを持ってホテルの前の庭園に出
る。朝食を済ませ、いよいよユング
フラウの3山が一望できる峰へとロ
ープウェイで昇る。到着した駅から
クライネシャイデックまでの1時間
30分をトレッキング。日本人の女性
ガイドさんが案内。365日の内でこ
れだけ、365度見渡せるのは僅か
に20日だけと言う。幸運に感謝。
黄色やピンク、オレンジと彩とりど
りの高山植物が咲き乱れている。
真っ青な雲ひとつない空、まさに天
空の楽園。ガイドさんからの説明
を聞きながら、知らず知らずの内に
ついつい足が先へ先へと行ってし
まう。
アイガ―
（3970m）
が見えてきた。
想像したより立っている位置が近い
せいだろう。低く感じる。正面から
の登頂は当然、素人には不可能だ
が、側面からであれば、それなりに
訓練を積めば、4段階の登山難易度
の中の3と言うことで、不可能では
ないと言うこと。心が疼く。次なる
目標のひとつに加える。とにかく、
気持ちがいい、最高だ。無意識の
中で心が癒されていく。全てのこ
とに感謝。小さな人工池の中を覗
くと、水面には雪を被った逆さユン
グフラウヨッホがくっきりと見える。
トレッキングの終点、スフィンク
ス展望台3571mへ向かう登山鉄道
の駅に到着。昼食にておにぎりを2
つ、ほうばる。美味い。最高の食事
だ。ヤギや牛が放牧されている。
まさに想像したスイスの風景。さあ、
いざ3571mの頂きへ。岩をくり抜
き15年の歳月を要して、つくられた
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クションやライトではなく。笑顔で
運転者同志が人さし指を前に出し
て、にこやかに挨拶。
本当の豊かさとは、贅沢なもの
を持つ豊かさではなく、心の豊か
さと改めて思う。
アンデルマットへ到着。ここから
は世界一遅いと言われる「氷河特
急」へ乗り込む。3時間30分の旅。
鉄道は途中の駅で一端停車する。 大きく天井までガラス張りの窓。富
士通提供「世界の車窓から」の石丸
そこからガラス越しに間近に見え
謙二郎さんの声が聞こえてきそう
るものは絶壁とクレバス。そしてま
な風景。残念ながら、わずか一週
た、頂上へ向かって走りだす。駅を
間後、脱線事故となる。
降りると目の前には、ノルウェー、ア
ツェルマット駅に到着。ここは電
イルランドと並ぶ3大氷河のひとつ
が眼下に見える。山地では重力、 気自動車と馬車以外の乗り物は乗
り入れ禁止。ホテルの建物のベラ
平坦な大陸では氷の厚さと高さに
ンダには、真っ赤な花が…。でもこ
よる圧力によって流動する、巨大な
れには景観よりもっと大切な役目
氷の塊である。残念ながら地球温
あった。夏の間は、冷房がなく、ど
暖化の影響により10年で10m氷河
の部屋も窓を開けて寝る
（勿論、網
は下がってきていると言うこと。
戸はある）
。そして虫が入ってこな
7月11日、2泊宿泊したウェンゲ
いように匂いの強い花を窓辺に置
ンのホテルを後にする。今日は途
くと言うことである。
中からバスに乗り継いで、アンデル
例え団体ツアーであっても切符
マットまでグリムゼル峠を越えて絶
を紛失すれば自己負担にて買いな
景のドライブとなる。バスの運転手
おす。スイスという国は全て自己責
さんの名前はペータ―さん、そう言
任の中で成り立っていると言う。自
えば2日目のバスの運転手さんも
分たちの国を守るのは、自分でし
同じ名前だったような。
かない。世界の中でもGNPの高さ
郵便のバスが一日一回通るか通
は有数。本来、駅に近づくに従って、
らないかの静かな村々。細い山道
マッタ―ホルン
（4478m）
が正面に
をゆっくりと、昇っていく。峠のテッ
見えてくるのだが、残念ながら厚い
ペンでバスを降り、麓の町を見下
雲に阻まれて、おぼろげにその陰
ろす。まるで物語の一ページから抜
影が見えるだけ。世界有数の山岳
け出した様。途中の民家からは青
リゾート、ツェルマット。狭いマッタ
い煙がたなびいている。アルプスの
―谷のどんづまりにその素朴な村
ハイジ―が出てきそうなのどかな
はある。周囲には4000m
村々。近くにはベッタ―ホルンが （1620m）
見える。通称、お天気山3701m。 を超える29の山々があるが、その
村からは谷が深すぎてほとんどマ
村の人たちはここにかかる雲で明
ッタ―ホルンだけしか視野には入
日の天気を占う。
下りに差し掛かると、若い女性や
初老の男性がサイクリングを楽し
みながら山道を上がってくる。また
降りて行く人たちも、バスは決して
クラクションを鳴らしたりしない。
広い道にでるまで距離をおきなが
ら付いていく。細い曲がり角で対
向車に合う。交差できるに有効な
方がバックして待つ。ここでもクラ
14
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ってこない。しかし、それがかえっ
てこの村の良さではないだろうか。
7月12日、5時30分起床。マッタ
―ホルンの日の出を見る。ちょっと
うつむきがちに村をのぞき込むよ
うなマッタ―ホルンのその姿の背
後から真っ赤な朝の光が少しずつ
射していく。朝食後、ホテルの目の
前の登山鉄道に乗り、ゴルナーグ
ラード駅
（3089m）
へ。所要時間40
分。車窓からは所々で林の隙間か
らマッタ―ホルンが見える。復路
はローテンボーデン駅で下車。晴
天。ゴルナーグラードから眺めるマ
ッタ―ホルンは最高だ。そしてす
ぐ背後には、氷河と氷河がせめぎ
あう優雅な曲線美のモンテ・ロー
ザドームが対峙している。そして2
時間弱のトレッキング。昔から人々
はマッタ―ホルンに憧れてツェル
マットにやってきた。そして今でも
アルピニストの聖地であることは変
わりない。
昔、多少、山をやっていた自分に
とって、そんなところに身を置くこ
とを長年、夢を見ていた。そして今、
私はそこに立っている。
空は快晴、風もない。池に映る
マッタ―ホルン。遠く続く道、分岐
点に立つオレンジ色の道標。なに
もかもが夢の時間。
12時間の飛行時間。3000m、
4000mの山々。高山植物や現地の
人々に触れて、不思議と疲労感は
まったく感じない。本当に身も心
も癒された8日間だった。
是非、今度は10年後、キャンピン
グカーを借りて、ひと月ほど周りた
いですね。

独立 開業

起業家
応援団！

HAPPY EVENT
最近、おめでたい話題が多いので皆様にも 幸せ の御裾わけ♪

結婚おめでとう！

営業部 佐藤裕雄さん＆美由紀さん
小さな心暖まる祝いの席にて、仲間
の用意したケーキにお二人で入刀♪
（あら、お箸ですが）
末長く、お幸せに！

産まれました！

所沢店店長 上野靖博さんのご長男

樹生（いつき）くん 8月8日生まれ
小さな命を守るため、
パパさんガンバレ！
いずれ追い越される日まではね。

『起業家の10年後の
生存率を上げる!!』
8月11日、表題をテーマに当社社長が
BBセミナーにて講師を務めさせてい
ただきました！
（BBセミナー：某企業の
起業家支援プログラム内のセミナー）

お陰様で満員御礼。聞き手の熱
心さにいつもは静かな口調の講師
も、熱く語らずにはいられません。
過去の自分と会社の経歴をはじ
め、目標の必要性と立て方、社員
の指導方法、弊社で行っている取
り組み、人脈の重要性と作り方な
ど、いいと思うことは即実行！起業
を始めたばかりの皆さんに少しで
お 役に 立 てるお 話 が できれ ばと
日々、邁進中です。

毎年

恒例
文を書くということは、自分の気持ちを表現する事…。
読書と経験が連動して生まれる文章は心を動かします！
受賞した方々、おめでとうございます！

1位「母の気持ち」
北村 亮（TCS部、入社2年目）

2位 「私と野球と太鼓腹の親父」 3位「言葉」
多田 実（運送部、入社10年目）

中島有梨（営業支援部、入社3年目）

このような賞をい

この度、私の拙い文

文章を書くのが苦

た だくことが でき、

書が賞を頂いたと言

手だった私が賞をい

飛び上がって喜びま

う事で、非常に嬉し

ただけてビックリし

した！ 電脳学校に

く、反面恥ずかしく

ています。

入学したつもりで入

思 いま す。両 脇 の

社し、はや2年目を迎えていますが、

方々とは異なり、内容的に緩く申し

るとまともな文章が書けるようにな

1年目から社内で本を読む習慣を

訳無い感で一杯です。文章の表現

ってきたかと思いますが、まだまだ

つけさせられたため、このような賞

は無限であり、お読み頂きました

未熟なので、これからも沢山の本

に結びついたのではないかと思い

皆様方が感じ取り、ご想像頂きまし

を読み、もっといい文章が書けるよ

ます。
「継続のみ力なり」を実感し

た賜物ではないかと思います。ご

うに勉強していきます！！

ました！

支持頂きありがとうございました。

入社当時に比べ
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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
項を記入して、FAXにてご応募下さい！
（金）到着分 となります。正解者の
締め切りは、平成22年10月1日
中から抽選で1名様に、定番ガイド本の一つ「スイス（ブルーガイド
―わがまま歩き）」をプレゼントいたします。奮ってご応募下さい！

◎ライズホーム株式会社（東京都）
U様
◎司法書士岡部事務所（東京都）
O様
多数のご応募、ありがとうございました

Q 問題
表紙の中央写真の山の名前は、何でしょうか。

独立 開業

★ヒント：｢スイスアルプスの女王｣と呼ばれる有名な山で、旅太郎の文
章中にも後半に出てきます。

ご応募は編集部まで

□■編集後記■□
◆万年雪のスイス・モンテローザで寝ころびたーい！ と思う程の日本の夏でした。
毎朝、駅前の温度計が38℃って壊れちゃたんじゃない!? 今年は、どんな秋が来る
のだろう・・・（汗）
【かわら子】
◆海水浴へ行きました。さて、帰るときシャワーを浴びて着替えます。しかし少し
歩くとビーチサンダルと足には砂が・・・駐車場近くの水道で再び足を洗うも、少
し歩くとまた砂が・・・これがキライなんです。どなたかスッキリする良い方法を
知りませんか？
【Dix-Huit】
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