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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≫≫≫ 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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「目標と夢を持つ力」

＿

Toru Muroi
今、目標も夢もなく、向上心も

自分が成長すること、夢を実現

なく、ただ流れる時間にまかせ、

すること、幸せになるためには、

今の楽しみを優先している人は将

3つの要素があるのではないでし

来の「幸せ」を借金している「幸

ょうか？ それは「縁・運・時」

なことは、その目標を決して忘れ

せ負債」である。

そのひとつである「時」とは、タ

ないように完璧に暗記することで

イミングと時間の使い方。

した。そうすると、アンテナが立

今年も、もう僅かですね、既に

の時間の使い方こそが目標や夢の
実現をするための大切な要素。
そして達成するために一番大切

昔、若かりし頃、大隈講堂であ

ち、どこにいてもその目標達成の

来年にむけて始動していますか。

る人の講演を聴き35年経った今

ための意識があり、いつもなら通

皆さんは2010の目標をいくつ立

でもまだ、記憶の中から消えず、

り過ぎる情報も五感で受けとめら

てましたか？そして達成はしまし

ず〜と自問自答しながら生きてき

れるように私の場合はなりまし

たか？

ました。
「それって今かな？」と

た。

先月、いくつかの企業さんから
の依頼を受け、年の瀬と言うこと
もあり、目標の立て方、達成法を
私の実体験を元に講演をさせてい
ただきました。そして、参加者の
皆さんにこんな質問をしてみまし

【それは…
人はあの人は運がいいとか、悪い
とか言うけれど
「まるで、さだまさしの無縁坂の
世界ですね（＾▽＾）
」

た。
「今年の目標を5つ以上立てら
れた方は？」
結果には驚き,

その時間をどう管理し、どう刻
んでいくかには手帳は不可欠。
さあ、騙されたと思ってみなさ
んも、まずは夢と目標をたくさん

人間は本当はみんな7つの「運」

書きましょう。

の玉を平等に持っている、それを

「手帳に願いを」ちなみに今年

わずかに全体の3％でした。それ

どのタイミングで勇気をもって使

の私の目標は欲張って17個です。

より、まったく無い方もおられま

っていくか、肝心なところで使わ

した。別に目標や夢を持ったとこ

ず、違うタイミングで全て使い果

そして来年も今年と同じ陰山手

ろで無料なのにみなさん遠慮深い

たしてしまう人。慎重に、慎重に

帳を購入しました。並べてみると

なあと思いつつ、次の質問、「来

持ち続け、天国にいくまで使わず

使い果たした手帳の厚さは、未使

年の手帳を既に購入された方

持っていく人がいる。

用のものと比べ1.5倍になってい

は？」結果は同じように3％でし
た。

だからこそ、運は、風水や開運

ました。インクのたくさん乗った、

グッズでお金をかけて頼るのでは

何度も開いた皺だらけのページ。

私自身、そんなに偉そうなこと

なく、どのタイミングでその玉を

その手帳は、自分のこの一年の時

は言えず、10年前までは年初に

使うかの「気づく確率を上げてこ

を刻んだ証。そして愛着を感じま

立てた3つの目標さえ途中で挫折。

そ夢の実現となる」と言う言葉で

す。

自己嫌悪の連続でした。でも或る

した。
】

時、自分を許すことを覚えました。

2

人生＝時間。

去年より一歩でも多く前進したら

「人は出会った言葉によってつ

立派と自分を誉めることにしまし

くられる」であるならば、たくさ

た。本当に大切な目標は毎年、毎

んの人と出会い、時間の制約を受

年達成できるまで続ければいい、

けない本の中でたくさんの言葉に

そう思えるようになりました。

触れ、気づける体力をつける。そ
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今年は、
「WomanOfficeProject」が立ち上がり、9店舗中５店舗には女性営業マンが必ずいるように
なりました。そこで意欲溢れる 女性営業マン をご紹介します！

テーマ「今自分にできること、そして来年」
四谷店店長

菅田 みちる

中央大卒・入社3年目
星 座：おひつじ座
血液型：ＡＢ型
趣 味：美術・映画鑑賞（最近見た映画：
『レオニー』
）
、読書、史跡巡り
今年は、女性初店長に任命頂いた事と、OA機器のみ
ならず様々な種類のパーティションやブラインド等を納入
させて頂き、空間の雰囲気を考えながらオフィスづくりに
関われた事が嬉しかったです。
今後は更にコーディネートにこだわり、お客様と共に
とっておきのオフィス を創っていきたいです。

大阪谷町店

安達 由佳

甲南大卒・入社1年目
星 座：おうし座
血液型：Ｏ型
趣 味：ゴルフ
（最近初めました！スコアは
お恥ずかしくて言えるスコアでは
ありませんが…）
新卒で入社し、まだまだ至らない私ですがお客様に
「有難う」と言って頂き、担当させて頂いたオフィスの完
成を見た時はとても嬉しかったです。
明るく元気なだけでなく、お客様により良いご提案が
できるようより一層頑張ります！

さとみ

所

沢

店

小野寺 彩聡

川越工業高卒・入社3年目
星 座：しし座
血液型：Ａ型
趣 味：ライブに行くこと。ナイトメアと
BUMPが大好きです！ ギタリスト
が好きです！ 猫とじゃれる事♪
今の私に出来ることは、即対応!! 少しでも早くお客様
の元へ商品を届けることを意識し日々対応しております。
来年もお客様に満足して頂けるよう頑張ります。オフィ
ス家具などお探しの商品が御座いましたら所沢店へお問
い合わせください☆今年も残すところあと1ヶ月ですが、
どうぞ宜しくお願い致します。

四

谷

店

堀田 智世

愛知淑徳大卒・入社1年目
星 座：さそり座
血液型：Ｏ型
おおざっぱな性格ですが、部屋の
綺麗さは定評アリ♪
趣 味：バスケ・ピクニック・工作・音楽フ
ェス
（川原で音楽を聴きながらラ
ジヘリ大会♪が理想の休日です）
お客様の期待にきちんと応え、信頼していただける営
業ウーマンになりたいです。
まずは堀田という人間の人間力を磨くこと、引き出し
を増やす事を目標に頑張りたいです。

田

町

店

相川 麻佑子

明治学院大卒・入社1年目
星 座：やぎ座
血液型：Ｏ型
趣 味：ショッピング（時計と靴が大好き
です）
・映画鑑賞
今年は仕事に慣れていくことで精一杯でしたが、来年
は商品知識をつけ、お客様とのコミュニケーションをさら
に大切にしながら、しっかり話を聞け提案できる営業を
目指し、日々努力していきたいと思います。

秋葉原店

溝口 智子

立教大卒・入社1年目
星 座：やぎ座
血液型：Ｏ型
趣 味：旅行
友達と飲みにいくことです!!
商品の選定からレイアウトまで、新規オフィス開設をさ
れるお客様の担当をさせていただいております。お客様
と一緒に1からオフィスを作りあげ、
「色々無理言ってごめ
んね。ありがとう」と言っていただけたことがとても嬉し
かったです。まだまだ未熟な面が多々ありますが、来年
もお客様のご要望に１つでも多く添うことのできるよう、
精一杯努めていきたいと思います。
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おめでとうございます！
【9月】
アルファ経営企画株式会社

1993年 9 月 4 日

カリカリ株式会社

2004年 9 月 1 日

株式会社ハーツ

2008年 9 月 3 日

東横ハウジング合同会社

2006年 9 月 1 日

A＆Tコンサルティング株式会社

2006年 9 月12日

日東貿易運輸株式会社

1981年 9 月12日

株式会社ブライトンカンパニー

1989年 9 月21日

株式会社イノヴァンス

2006年 9 月

長沼法律事務所

2009年 9 月 5 日

株式会社ライフ

2006年 9 月 6 日

株式会社関東自動車サービス

1974年 9 月

メディケアジャパン株式会社

2009年 9 月11日

津田建築設計株式会社

2007年 9 月27日

トマト建設株式会社

2009年 9 月 1 日

株式会社大丸産業

2008年 9 月 1 日

株式会社テクノトレーディング

2005年 9 月21日

【10月】

4

株式会社CANVAS

2003年10月 1 日

株式会社ルーカス

2009年10月 1 日

ユタニデザインワークス

2006年10月 1 日

株式会社オリンピア

1974年10月 1 日

有限会社オメガ印刷

2004年10月 1 日

株式会社ダナエコーポレーション

2004年10月 6 日

株式会社資産評価研究所

1999年10月 7 日

株式会社山野デザイン

2009年10月 1 日

株式会社ビーフル

2008年10月20日

合同会社ぴーす・わん

2008年10月 1 日

株式会社HAT

2009年10月 7 日

アイリオ生命保険株式会社

2007年10月 1 日

株式会社ワークスリフォーム

2008年10月 1 日

有限会社南川電設

2004年10月26日

イーズ株式会社

2006年10月16日

ケアセンターオリーブ

2007年10月 1 日

株式会社マクスト

2000年10月13日
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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。

【11月】
小堀哲夫建築設計事務所

2008年11月19日

BREADBizCARES株式会社

2008年11月 7 日

株式会社アクシスリサーチ研究所

2006年11月 1 日

株式会社林デザイン事務所

1983年11月 1 日

東京オフィスコンサルティング株式会社

2002年11月11日

株式会社ブルーリアルティー

2008年11月 1 日

マイライフ株式会社

2008年11月 1 日

株式会社でこぽん

2009年11月 1 日

DACフーズ株式会社

2007年11月13日

有限会社洋匠開発

2009年11月11日

株式会社アルテ

2009年11月 1 日

高橋総合計画

2007年11月 2 日

株式会社プロバンク

2007年11月15日

株式会社TAKAROCK

2009年11月 2 日

【12月】
株式会社プライムリンク

2006年12月 4 日

株式会社アスカ

2006年12月22日

日本果実工業株式会社

1960年12月16日

社団法人日本生活問題研究所

1945年12月24日

有限会社HAR

2005年12月16日

株式会社NTTファシリティーズ

1992年12月 1 日

株式会社サンテックジャパン

2002年12月 1 日

株式会社 J・IREC

2007年12月 7 日

株式会社アプリシェイト

2007年12月27日

諏訪会計事務所

2000年12月 8 日

財団法人北海道農業企業化研究所

2003年12月24日

ライズホーム株式会社

2006年12月 4 日

東京オフィスコンサルタント様（右：女性社員様 左：TCS中村）
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起業家のための
第4回

相続放棄について
浜松綜合法律事務所

第1 はじめに
今回は、相続放棄について簡単
に説明したいと思います。

第3 注意点

岡本英次

情です。心当たりのある方は、3

相続放棄について注意してもら

か月の期間が経過していたとして

いたいことは、手続に期間制限が

も、一度、専門家に相談するなど

あるということです。相続放棄を

して相続放棄を検討してみるとよ

います）の中には、高価な財産を

するためには、被相続人が死亡し、

いかもしれません。

もっている人ばかりではなく、多

自分が相続人となったことを知っ

また、家庭裁判所に申立をして

額の借金を抱えた人もいます。こ

た時から3か月の期間（熟慮期間

おけば、熟慮期間を延長してもら

のような場合、相続人が無条件に

と言われています）内に、相続放

える制度もあります。被相続人の

被相続人の借金を負担しなければ

棄申述書とを家庭裁判所に提出し

財産が多くて調査が間に合わない

ならないのでは、あまりにも不合

なければなりません。手続をしな

場合には、活用するとよいでしょ

理です。

いでいる間に熟慮期間が経過して

う。

亡くなられた人（被相続人と言

そこで、民法は相続人に相続す

しまうと、民法によって「単純承

るかどうかの自由を与え、相続人

認」したものと扱われ、プラスの

が「単純承認」
、
「限定承認」
、
「相

財産もマイナスの財産も無限に相

続放棄」のいずれかを選択できる

続しなければならなくなります。

わぬ不利益を被ることもあります

ようになっています。

手続を忘れていたので、借金を相

ので、わからないことがあれば、

続することになったという話もあ

すぐに専門家と相談してみること

りますので、この「熟慮期間」に

をお勧めします。

第2 相続放棄とは
相続放棄とは、相続による権利

ところで、「相続人になったこ

する手続です。つまり、相続放棄

とは知っていたけど、被相続人に

をすると、相続人は、被相続人の

は財産（特に借金）がないと思っ

プラスの財産もマイナスの財産も

ていたら、熟慮期間が過ぎて初め

全く承継しないことになります。

て財産があることに気付いた」と

相続は、迅速に対応しないと思

いう人もいるでしょう。このよう

被相続人の財産をすべて無限に承

な場合に常に単純承認の効果を認

継することで、
「限定承認」とは、

めてしまうと、相続人に酷な結果

相続で得たプラスの財産の範囲内

となることもあります。そこで、

でのみマイナスの財産を負担する

被相続人には財産がないと信じて

ことを条件として財産を承継する

いた相続人の考えに、それなりの

ことです。

理由があると裁判所が判断すれ

そのため、被相続人に借金があ

ば、熟慮期間の開始時期を遅らせ

って、相続したくない場合には、

てもらえることがあります。どの

通常は相続放棄をすることになる

ような場合にこれが認められるか

でしょう。

は、細かな点について今でも解釈
が分かれていて、かなりケースバ
イケースで判断されているのが実

電脳かわら版 Vol.30

第4 最後に

は注意が必要です。

義務の承継を生じさせないことと

ちなみに、「単純承認」とは、

6

弁護士

浜松綜合法律事務所
弁護士 高貝 亮
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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急に複合機のスキャナが使えなくなった!?
電脳株式会社

近年のコピー機は、 複合機 と
呼ばれ主に コピー

FAX

ス

TCS所属

柴田尚範（入社3年目）

ではコンピュータにデータ送信が

ュリティ対策用のプログラムがお

出来ず、 サーバーが見つかりませ

客様のコンピュータに自動的に更

が内蔵されております。

ん と表示されているかもしれま

新されます。大幅なアップデート

会社の省スペース化に貢献でき、

せん。複合機が原因なのかコンピ

の場合、複合機のスキャナとコン

利便性も向上しております。弊社

ュータが原因なのかは、高い確率

ピュータの信頼関係の設定を削除

サービスマンも、単にコピー機の

でコンピュータが原因です。

してしまうソフトメーカーもござ

キャナ

修理だけでは無く、ソリューショ
ンのご提案や解決に日々勉強をさ
せていただいております。
今回は複合機能の1つ、
「スキャ

います。この場合は、お客様でソ
前回29号の電脳かわら版に記載

フトメーカーに問合せして対応す

されている内容を是非、参照して

るか、難しい場合は弊社サービス

ください。

マンにご相談ください。

■不正侵入の対策

■起動時のスキャナ受け入れソフ

ナ/イメージ送信」についてご説明
致します。
まず、 スキャナ と プリンタ
の違いを簡単に解説しましょう。

ファイアウォールを利用して、
外部からの不正侵入を防ぐ…

トの不具合（SHARP複合機の場
合）

◎プリンタ：コンピュータのデー

スキャナで送る相手はコンピュ

Windowsの画面右下に時計があ

タを複合機に送信して紙出力す

ータです。コンピュータから見れ

りますが、その横に「ネットワー

る

ばスキャナのデータが侵入してく

クスキャナサービスは起動してい

◎スキャナ：複合機から画像デー

ることになります。ファイアウォ

ます」と表示されていますか？

タをコンピュータに送信する

ール機能がスキャナのデータをブ

送信されるデータの向きが逆とい
うことに注目してください。
お電話での問合せ内容で、 プリ
ンタは問題無いが、スキャナが使

ロックしているのです。しかし、

表示されていれば正常です。見

「今まで問題無かったのに、なぜ急

つからない場合、または矢印マー

に使えなくなったの？」と疑問が

クになっていない場合はエラーに

出ます。原因は下記の2つがござい

なります。他にも稀にwindowsの

ます。

不具合でスキャナソフトが起動し

えなくなった とのお話しを毎日
のように頂いております。この問

（白い紙にピンクの矢印マーク）

ないことがあります。それらの場
■各社セキュリティソフトの自動

合はコンピュータを再起動してく

更新による影響

ださい。これで解決しない場合は

の向きに関係している事でのトラ

毎週と言っても良いほど、ウィ

弊社サービスマンにご相談くださ

ブルだと気が付きます。複合機側

ルス対策用のプログラムや、セキ

合せで最初に思うことは、データ

い。
以上2回にわたり、簡単ではあり
ますが、
「複合機とセキュリティソ
フトの関係・解消方法」をご説明
させていただきました。お客様の
ここが知りたい などご質問など
担当サービスマンにお話しくださ
い。

※当社デジタル複合機では、スキャニングできるサイズはA3までです。

電脳かわら版 Vol.30
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OFFICE DESIGN

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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OFFICE DESIGN

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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電脳・起業家USER紹介 Part1

当社は、1953年（昭和28年）5月、

ベル」の愛称で、日本興亜保険グ

日本火災海上保険株式会社（現在

ループ各社や官公庁の役職員の出

は日本興亜損害保険株式会社）が

張の手配、個人及び団体向けの海

中心となって、軽印刷業、損害保

外・国内旅行を取り扱っていま

険代理業、物品販売業を営む会社

す。

として設立されたもので、日本興

起業家
応援団！

オートデスク部門では、日本興

亜保険グループ各社、代理店、

亜損保が提供する、安心・充実・

OB会などの確固たる事業基盤を

リーズナブルな「ナイス車検シス

有し、創業57年の歴史と信用を強

テム」の運営を受託しております。

みとしております。
現在、商事部門では、日本興亜

本年（2010年）4月1日、日本興

保険グループの役職員や代理店を

亜損保と損保ジャパンが共同持株

対象とした物品販売や販売促進品

会社「NKSJホールディングス株

の斡旋販売を行っています。また、

式会社」を設立し、経営統合いた

電脳さんの代理店として「オフィ

しました。当社は、今後、NKSJ

ス計画」を取り扱っています。本

グループの中で、高品質で低廉な

年11月に、当社の本社事務所を池

サービスを提供してお役に立ち、

袋から御徒町に移転するに当たっ

自身の業容拡大にも繋げたいと思

て、斬新で快適な職場環境を構築

っております。

すべく、電脳さんの全面的なご協
力を得て、レイアウトプランから

当社の事業目的に制限はありま

オフィス家具・什器の選定、引越

せん。我々は、従来の事業にとど

まで自ら取り組んだ結果、まさに

まらず、新しい事業、新しいマー

オフィス計画のショールーム

ケットを開拓していきたいと考え

と言って過言ではない、素晴らし

ています。願わくは同じ「志」の

いオフィスが完成しました。

会社様と連携して！

保険部門では、日本興亜生命保
険及びアフラックの生命保険を取
り扱っています。
不動産部門では、日本興亜損保
の社有物件の売却仲介、駐車場の
管理、不動産の賃貸、不動産分譲
を行っています。
旅行部門では、「ニッポウトラ
10
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代表取締役社長 石井 秀雄
〒110-0005
東京都台東区上野5-14-9
ホンダ御徒町ビル6・7・8F
TEL：03-5846-1700（総務部）
TEL：03-5846-2800（商事部）
TEL：03-5846-3722（保険部）
TEL：03-5846-4600（不動産部）
TEL：03-5846-5022（旅行事業部）
TEL：03-5846-6355（オートデスク部）
FAX：03-3833-5128
URL：http://www.nippo-web.co.jp/
会社設立日：昭和28年5月25日

独立 開業

電脳・起業家USER紹介 Part2

私たちは広告デザイン制作会社
です。

起業家
応援団！

へ向けられたメッセージであると
同時に招待状とも言えるからです。

広告代理店からのお仕事も多少
ありますが、受注案件の殆どがメ

さらに、私たちにはカタログ、

ーカーや販売店との直御取引をさ

チラシ、パンフレット等の印刷に

せていただいており、クライアン

おいても激安と呼べる価格を提供

トとのパートナーシップを特に重

出来る環境があります。

視しています。

実は昨年、起業する大きなきっ

誤解を恐れず言うと、クリエイ

かけとなったのが、それまでお付

ティブを必要とする状況というの

き合いのあった印刷会社から一部

はクライアントの問題解決を求め

出資するというお話をいただいた

られている時ではないでしょう

からです。印刷会社、広告会社両

か？

方に在籍したことがある私は、ク

レスポンスを増やしたい、新た

リエイティブに加え営業部門を持

な年齢層をターゲットにしていき

たないその印刷会社の営業会社と

たい、ブランドイメージを変えて

しての機能を持ち合わせる事で、

いきたい…といった問題に対し、

クライアントとのより深い関係が

その解決方法をクリエイティブと

築けると確信しました。

代表取締役社長名：慶野 英一
〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町30-17 2F
TEL：03-6416-1662
FAX：03-6416-1694
Mail：all@dreps.co.jp
URL：http://www.dreps.co.jp/
会社設立日：2009年7月8日
事業内容：
・チラシ／パンフレットデザイン
・広告制作
・SPツールデザイン／制作
・CI／VI開発
・ブランド管理
・印刷

いう手法で提供していきます。
クリエイティブといっても「な

お仕事になるならないは問いま

んとなく格好いいもの」を作るつ

せんので、どんな小さなことでも

もりはありません。私たちのクリ

気軽にご相談下さい。印刷のお仕

エイティブには売れる為に考え抜

事も喜んでお請けします。クリエ

いた理論があります。そのためエ

イティブにおいては、場合により

ッジの効いた答えを出す事もある

少し立ち入った事をお聞きするか

でしょう。パンフレットやチラシ

もしれません。しかし、成功とい

のデザイン、広告制作、ブランド

う回答を出すための一歩として是

再構築等を通じてコンシューマー

非ご協力ください。

にダイレクトに伝わる表現は何か、
クライアントの最も伝えたいこと
をスムーズに届けるコミュニケー
ションは何かを真剣に模索してい
ます。
それは、広告は出会うべき人々

電脳かわら版 Vol.30
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電脳・起業家USER紹介 Part3

Q1．いつ頃から漫画家を目指したの

れがやりやすいので、昔からスポー

ですか？

ツものを描く事が多いです。

起業家
応援団！

子供の頃からラクガキは好きだった
のですが、プロになろうとは特別思っ

Q6．漫画家になっていなかったら、何

てなくて、そんなカンジで大学生にな

になっていましたか（なりたかった）
？

った頃、バイト先で知り合った人が、

漫画は、力さえあれば年は関係な

イラストレーターを真剣に目指してい

い世界なので、やっぱりどこかの先生

て、
「俺も昔好きだった漫画を真剣に

のところにアシスタントとして雇っても

やってみよう！」と思いそこから独学

らいながらデビューを目指してるので

で勉強し始めました。

はないかと思います。

Q2．大学進学されていたそうですが、

Q7．漫画家になって最高に嬉しかっ

人生の決断に迷いはありませんでし

たことは何ですか？

たか？
絶対プロになれるという自信があっ
たので、大学を中退して漫画家を目

ファンから手紙をもらった時ですか
ね。あとは、連載が決まって両親を喜
ばせることが出来たこと。

指しました。今思うと、その頃の自分
はものすごい下手で、よくそんな自信

Q8．昨今の就活で苦労している若者

を持っていたもんだというカンジです

に一言お願いします。

が…（笑）

僕は就活はしたことがないので、そ
の大変さは聞いた話でしか知りませ

Q3．子供のころの夢は何ですか？

んが、漫画の世界の話をすると、今の

ハドソンの高橋名人みたいに、ゲー

若い新人は僕の世代より諦めがいい

ムの名人になりたかったです。一日中

というか、なにがなんでも漫画家にな

ゲームをやって、おカネが貰えるなん

るというような強い意志を持った子の

てうらやましい！とか思ってました
（笑）

数が減っているような気がします。で

※高橋名人とは：ファミコン名人。ス

も、そんな中で、連載を勝ち取る子

ターソルジャーでの「秒間16連射」

は、いい意味でガツガツしてるという

で有名

か、先輩にコツを聞いてまわったり、
自らの足で取材してまわったり、今の

Q4．現在の仕事に影響を受けた漫画

自分に何が必要か見極め、行動でき

家（人）
はいますか？

る人なんだと思います。なので、他の

たくさんいます。漫画家とか関係な

職種でもそういう行動ができれば、採

く、僕の父もそうですが仕事とまじめ

用してもらえるのではないかと思いま

に誠実に向き合っている人は尊敬し

す。なかなか難しいかもしれません

ます。

が、頑張って下さい！

Q5．なぜ、サッカー漫画（スポーツ）

☆とても素朴な雰囲気の月山先生。や

だったのですか？

さしいお人柄の中にも伝えたい何かが

僕の一番描きたいテーマは仲間や
絆みたいなものなので、スポーツはそ

12
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ある、というコダワリを感じました。

【プロフィール】
誕生日：10月25日
好きな食べ物：なべ（豆乳とか）
好きな動物：うさぎ
好きな色：オレンジ
好きな場所：やっぱり家が一番
落ち着きます
好きな言葉：夢は叶えるためにある
TSUKIYAMA'S BLOG：
http://tukiyamakaya.dreamlog.jp/
【経歴】
2000年
『週刊少年マガジン』増刊の『マガジ
ンFRESH』冬号に掲載された『フェイ
スレボリューション』でデビュー
2005年
『マガジンSPECIAL』No.7からNo.11
まで『LIFE★LIFE』を連載。
2006年
『週刊少年マガジン』2006年21・22
合併号から『エリアの騎士』を連載。
その他読み切り
GET SPORTS 中村俊輔物語
（原作：テレビ朝日、企画：伊賀大
晃・伊藤滋之、週刊少年マガジン
2010年28合併号、講談社）

漫画：月山可也
原作：伊賀大晃
エリアの騎士
１〜22巻
講談社より
好評発売中！

独立 開業

電脳学園
」で検索！
ターンシップ
「電脳 イン

社長
今年8月のインターン募集にあたり、
大勢の学生さんにご参加いただきました。
【テーマ】
採用活動を行うにあたり、現在就職
活動をしている学生だけではなく、これから就職活動を行おうとして
いる学生に、社会や会社を知る機会を提供したいと思っています。
また、彼らの行動や考えを、私たちの採用活動にフィードバックし、活
かしたいと思っています。そして、当社のお客様の多くである起業家
の方の思いや考え方を、社会に出ていない学生がどのように感じる
か、大変興味のあるところです。
具体的には、 起業家の事は、起業家に学べ！ と言わんばかりに、
当社ユーザー様にご協力いただき、インタビュー等させていただきま
した。学生の視点はいかに?! 電脳スタッフも大変勉強になります。
【現在研修中のメンバー紹介】
たか せ ゆうすけ

名
学

前：高瀬裕理さん
校

名：一橋大学 商学部 経営学科

将 来 の 夢：日本・海外問わず世界中で活躍
できる人になって多くの人に笑
顔や幸せをもたらすことです！
お ぐすりゅうたろう

前：小楠竜太郎さん

名
学

校

名：早稲田大学 政治経済学部 経済
学科

将 来 の 夢：奨 学 財 団 を 作 る こ と 。 日 本 の
「スカラシップ」の概念を変えた
いです。
名
学

前：満尾芽依さん
校

名：日本大学 商学部 経営学科

将 来 の 夢：
『結婚・出産・起業』…3つの
幸せをつかむことです！！
主な活動の詳細は、
「電脳インターンシップ」
のＨＰよりご覧ください。
→「起業家 電脳株式会社」にて検索！！

起業家
応援団！

オススメ

最強の
読書術
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。

1
安売りしない会社は
どこで努力しているか
著 者：村尾 隆介
出版社：大和書房（2010/9/23）
定 価：1,470円
「 安 売 りと は 、利 益
を出すことからの逃
げである」との著者
の一声。これからは、
｢減収増益モデル｣を
構築し、｢価格｣を下
げるのではなく｢価
値｣を上げることで、
お客さまに選んでいただかなくては
ならない。安売りしないで成功した
具体的な例をたくさんあげつつ、新し
いプライシング（値決め）の考え方を
解説した本。

2
人を動かす3つのスイッチ
著 者：コニー・ディーケン
訳 者：白川 貴子
出版社：主婦の友社（2010/1/6）
価 格：1,575円
情報量過多、そのス
ピードは超リアルタ
イム、こんなデジタ
ルな21世紀に効果
的 な コ ミュ ニ ケ ー
ションをとり、リー
ダ ー シップ を と る
にはどうしたら良い
か。人に話を聞いてもらうための3つ
のスイッチを押して仕事力を伸ばして
もらおう。実践的な秘訣を具体的に羅
列しているため、読んだらすぐ実践！

電脳かわら版 Vol.30
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電脳トピックス

起業家
応援団！

HAPPY EVENT
前号に引き続き、おめでたい話題コーナーです♪

結婚おめでとう！

誕生おめでとう！

仲井 健さん＆理愛さん（旧姓：福井）

TCS所属 高橋邦明さんのご長男

挙式日：2010/10/10
挙式場所：元町・中華街にて
ひとこと：明るく笑いの絶えない家
庭を築いていきます♪

慎之介くん 8月29日生まれ
明るく、活発に育ってもら
えれば、嬉しいです♪

第26期生
内定者セミナー

10月に無事内定式を済ませまし
た学生さんをちょっぴりご紹介。
卒論・卒業を控え、最後の学生
生活に忙しいことと思いますが、
そんな中、内定者セミナーにお
いて夢を語り…いえ描き合って
いただきました！男性2名女性4
名、さて来年度は更なる女性飛
躍の年か?! 負けるな男子！ よう
こそ第26期生♪

電脳広報部より

ショッパー に連載始まる！
東京新聞ショッパー社発行のフリーペーパー誌「ショッパー」にて当社社長の
エッセイが「一筆献上」欄にて連載されることになりました。
（新年より）毎週金
曜発行。所定の場所にて手に入れるか、ショッパーメイトさんが配布している地
域によってはポストインされます。
【所沢・入間・狭山版】限定。
所沢在住の起業家として、現在進行中の夢と体験をスマートに語ります。お楽しみに･･･。

OAランド四谷店・リニューアルに取材に大忙し！
秋も深まる11月に、四谷店がリニューアルオープンいたしました。同時に「リ
サイクル通信」新聞からもインタビューを受けました。
『WomanOfficeProject』
サイトオープンと共に女性スタッフがヒアリングから提案までワンストップソリ
ューションサービスにてこだわりのオフィスをお客様と共に創る…。女性スタッ
フが2名いる四谷店では、低コスト・ハイセンスをモットーに相談に応じていくつ
もりです。モデルルームとしても常に更新中の四谷店！
女性だけのみならず、
「今までのオフィスとはちょっと違った空間を…」とお考
えの男性の方も是非ご来店ください！
最新情報はこちら『OAランド四谷店ブログ』から！ いい事あるかも♪
→ http://blog.livedoor.jp/yotsuya̲oa/
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起業家プラザ

〜日本で一番幸せな会社を目指して〜
「人生は〝自分で決めた値段〟になる！」
平成22年11月15日（月）に、関東ITソフトウェア健保会館（新
宿・新大久保）にてセミナー及び交流会を開催いたしました。
講師は、当社社長の室井。「継続のみが力なり！ 楽しくなければ
仕事じゃない！ 採用・社員教育の方法！」などこれまでの失敗経験
をもとにお話しさせていただきました。30人以上の参加をいただき
盛況のうちに、催すことができました。
また、毎月第二・第四火曜日に、当社内にて個別相談会を実施中。
これから起業される方、起業して3年以内の方、起業を考えている方、
そんな方々を純粋に応援したいと思い、アントレア
ドバイザー室井が相談会を開催中です。
※詳細はWEBをご覧ください
→ 起業家応援団サイト http://www.kaisetsu.jp/

本のプレゼント
Vol.30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21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。
①安売りしない会社はどこで努力しているか
村尾隆介著【大和書房】1,470円
②人を動かす3つのスイッチ
話し方を変えるだけで仕事力が劇的にのびる！

コニー・ディーケン著、白川貴子訳【主婦の友社】1,575円
ご応募は編集部まで

FAX：04-2922-5424

e-mail：info@oaland.jp

□■編集後記■□
◆7年間、紙媒体として小冊子を発行してきましたが、来年からはiPadでご覧くだ
さい!? と一抹の寂しさを感じながらも儚きデジタルの波にのまれる楽しさを感じ
る師走となりました。良いお年を…。
【かわら子】
◆人生＝時間。自分がこれまで過ごした時間を考えると、図々しくも平均寿命まで
生きると仮定した時、残された時間は多いのか少ないのか。どう有効に使っていく
べきか。しかし、知識やスキルなどで武装していくのではなく、いかに捨てるかと
考えるのもひとつの考え方。やらなくていいことも結構ある。
【Dix-Huit】

OAランドかわら版
電子化のお知らせ
いつも「OAランドかわら版」をご
覧頂き有難うございます。2011年
から発行する当冊子はOAランドホ
ームページ上で電子カタログ形式に
て閲覧頂けるようになります。これ
に伴いまして、DMとしての配布は終
了させて頂きます。次号以降の発刊
の際にはメールマガジンでお知らせ
させて頂きますので、下記URLより
お申し込み下さいませ。
ご不便をお掛け致しますが、何卒
ご了承下さいますようお願い申し上
げます。詳細は、同封チラシをご覧
ください。
URL：http://www.oaland.jp/
電脳かわら版Vol.30（2010年12月発行）
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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