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飛躍のきっかけを顧客に見出して︑再度キャズム越え

い時間を過ぎ︑現実路線を見出す︒そのうち未来へ

商品立ち上げに苦労失敗し︑キャズムを超える厳し
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のは 意 味の

私はインフォテリアに 年間で役員会を中心に１００
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して誰を恨む事無く︑冷静に努力すること︒正しく

年間の戦いに結果的に勝利しなければならない︒そ

回以上足を運んだ︒起業家もＶＣ投資家も︑この

さて︑シェイクスピア最後とも言われる名作が﹁テ

来て美味しいカリフォルニアワインを味わってほしいと

苦しんだり︑迷ったりする時︑ワイン蔵エアリエルに

ービスする人の人柄︑３つを一流にする事を約束して

ＶＣ投資家の直感から︑ ①素材︑ ②技術︑ ③サ

ロスぺローが弟に魔術で嵐を起こし︑復讐をしようと

年間︑幼い娘と無人島暮らしを強いられた︒そのプ

弟に裏切られ暗殺されそうになった主人公は︑
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ある意味︑創業当初の﹁ＸＭＬがネット世界を一
変し︑インフォテリアが縦横無尽に活躍する﹂という
年前の夢は︑
Ｗｅｂ となり︑クラウドコンピューティ
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かも知れない︒
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貰い経営を任せている︒お蔭様で現在もファンが増え

するが︑手下として使っていた妖精に﹁ここまで苦し

ワインも鮨のことも田舎者で全く知らないのだが︑

経営も安定している︒ワイン蔵はカリフォルニアワイン

めばよいのでは﹂と指摘され︑弟を許して魔術の杖を

味わう 年間の生みの苦しみを乗り越えるきっかけ

のだ︒これをワイン蔵の個室名とした︒それは誰もが

折る︒そのきっかけとなった妖精の名前がエアリエルな

を約３４０種類と業界では飛び抜けた品揃えで︑値
段も手頃だと評価を頂いている︒

イン蔵エアリエルの命名秘話

を与えてくれる︑妖精の名前であるからだ︒
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