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ユーザー訪問１

お客様と当社をもっと強く結びつけ、ご要望をさらに深く受け止めて、より大きなご満足をお届けしたい。
この情報誌を架け橋として、コンピュータ アンド コミュニケーション

ユーザー訪問２
おしえて
ゆめの博士

!!

ミタニノヒトビト

ユーザー訪問
■平林印刷株式会社 様

各事業所ごとに『e2-movE』と PC を備え
ソフトとハードの両面で経営のスピードアップを実現
■石川工業高等専門学校 様

サーバ８台で 200 台の iMac を一元管理
他高専では類を見ない先進的取り組み
1

ごあいさつ

ごあいさつ

ユーザー訪問１

三谷商事株式会社
専務執行役員
情報システム事業部長

北川 光太郎

ユーザー訪問２

「夢の架け橋」の発行を始めて 20 余年の月日が

アマゾン、ヤフー、グーグル。これらの会社は

過ぎました。“お客様に私共をもっと知って頂きた

1990 年代後半に設立された企業でありサービスで

い”“お客様のお気持ちをもっとお聞きしたい”こ

す。インターネットを介しての情報伝達と共有、そ

ういった思いで発刊に向けての準備を進めました。

して物とサービスの提供が、すでに当たり前となっ

当初のアンケートハガキには、「貴社を担当して

てきました。そして今、facebook などの新しいコ

いる弊社、社員名をお書き下さい」との項目を敢え

ミュニケーションツールも登場しました。個人と個

て設けました。お客様からは弊社のどの部門の誰が

人、会社と会社、そして個人と会社が同じ仕組みで

見えているのか？

繋がるようになりました。

営業マン？

技術者？

様々なご返答を頂戴しました。
「いつも電話で親切に対応してくれる事務の○○
さん」
「１年に１度しか来ない人物名は覚えられない…」

はなくなってきているのかも知れません。
しかし、「夢の架け橋」というタイトルには、“お
客様と私共が同じ目的・目標に向かう情熱と活力を

製品紹介

などなど。覚悟はしておりましたが、お客様の率直

共有いたしましょう”とのメッセージが込められて

な「声」は、私どもの背筋を改めて伸ばす力があり

います。世の中の環境はすさまじい勢いで変化しま

ました。同時に、「声」を発して頂けるありがたさ

すが、このタイトルに込めた想いは、変わらないも

を痛感いたしました。営業・技術・事務の社員皆が、

の・変えてはいけないものと信じております。折し

お客様とのコミュニケーションをより良くするには

も、大震災後に「絆」の文字を目にする機会が増え

…と、知恵を出し合いました。

ました。家族や地域・職場の根本的な成り立ちは、

その後何度か誌面の構成に手を加え、小さなお役
立ち情報も追加しながら現在に至っておりますが、

部門紹介
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——季刊誌を発行して郵送する——そんな時代で

周りの人々との「絆」を実感できなければならない
のだと、皆が改めて気付いた証だと思います。

「ユーザー訪問」と弊社の「部門紹介」の 2 つは創

私どもは今後も「夢の架け橋」の発行を続けて参

刊号から変わらず続けております。架け橋の両側を

りますので、引き続き皆様の大いなる「声」をお寄

しっかりと繋ぎ続けなければなりません。

せ賜りたくお願い申し上げます。
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iPad やスレート PC と呼ばれるタブレット型端末が普及
し、それらの活用方法や管理方法といったソリューション
がビジネスにおける IT 活用の一つのトレンドとなってい
ます。今回は iPad を利用したペーパーレス会議システム
「e2meeting」をご紹介します。

ビジネスソリューション

ョン

シ
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iPad を利用したペーパーレス会議システム

イーツーミーティング
ユーザー訪問１

■簡単にペーパーレス会議を実現！
会議にかかるコストと手間を削減できます。
e2meeting は、iPad を利用したペーパーレス会議システ
ムです。会議で配布する紙資料の代わりに iPad を利用して
会議資料を閲覧する仕組みです。紙を使わない、印刷しない
ことで紙・印刷コスト削減はもちろん、資料を必要部数準備
する手間や、
資料の急な差し替えなどの手間を削減できます。

■スムーズな会議進行

１

会議資料を簡単に

Wi-Fi会議室
接 続 環 境 が 必 要 で す。会 議 で
利 用 す る 資 料 は、あ
アップロード。
ら か じ め e2meeting サ ー バ に Web ア ク セ ス し、 ア ッ プ

資料ページを指定することができます。会議参加者はメニュー

ロードしておきます。また
iPad で会議資料を見る場合は、
iPad
iPad
iPad

にある「進行者ページ」アイコンをタップすることで、指定

管理端末
管理サーバ
e2meeting クライアントに e2meeting
サーバの
URL の設

されたページを表示することができます。会議参加者に参照

３
定を行い、サーバにログインすることで閲覧できるようにな
始めよう !
会議終了後は、

してほしい資料ページを簡単に案内できるので、スムーズな

ります。

２
さあ、会議を

LAN

ユーザー訪問２

進行者機能により、会議進行者が会議参加者向けに任意の

e2meeting 利用イメージ

削除などのメンテナンスや
次回の準備に

会議進行に役立ちます。

■ e2meeting の導入について
■複数資料に対応

e2meeting クライアントは iTunes Store よりダウンロー
ドできます。e2meeting サーバはお客様のプライベート（社

イルの切り替え操作を行うことができます。これにより議案

内）ネットワーク上にサーバを導入しますので、資料を快適

や資料が複数にわたる会議でもスムーズに資料を切り替えて

に閲覧することができます。また、重要資料のような社外に

進めることができます。

持ち出せない資料を扱う際も、
安心してご利用いただけます。

■会議で便利な機能

!!

ゆめの博士

資料ページをサムネイルで一覧表示できる機能があります。

ソフトウェア価格：定価 58 万円
（100 ユーザーアカウント付き）

■会議室／会議の作成
e2meeting では、複数の会議室、その会議室の配下に複
数の会議を作成することができます。また、１つの会議で複
数の資料を利用することもできます。このため組織体系など
に合わせた設定が行いやすく、定期的に開催される会議もグ
組みとなっています。

※ハ ードウェア、構築費用、保守料、WebDAV ソフト
の「Proself」が別途必要になります。
※学校・企業向けに、iPad 本体・サーバ機器・無線 LAN
装置の、物品供給、設定構築、運用保守についても、
費用対効果の高い提案が可能ですので、お気軽にお問
い合わせ下さい。

ミタニノヒトビト

ループ分けして設定することで利用者が容易に操作できる仕

おしえて

会議資料を参照中にメニュー画面から１タップで資料ファ

弊社ホームページにも情報を掲載しております。
http://si.mitani-corp.co.jp/solution/mac/e2meeting.html

■ e2meeting の利用方法
e2meeting の 利 用 に は iPad、e2meeting ク ラ イ ア ン
ト（iPad アプリ）
、e2meeting サーバ、会議管理用端末、
3
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ユーザー訪問 1

平林印刷株式会社 様
イメージキャラクターに“ゲッツ”でおなじみの「ダンディ坂野」を起用した広報展開をみせて
いる平林印刷株式会社様。アイデアあふれるノベルティグッズ「販促花子」、激安日本一を目指す「激
安印刷太郎」など幅広く事業を広げています。赤を基調にしたおしゃれな社屋では、若い女性が生
き生きと働く姿が見られ、福井を拠点に、東京、大阪に支社を置き、今秋には上海にも事務所を開
設する予定です。

ユーザー訪問１

■お客様よりひとこと

いたため生産管理が必要でした。３年ほど前から顧客の

スタッフの増員に合わせて対応

オーダーに合わせてアイテムを増やし、生産部門を外注

し て く れ る 機 動 力 の あ る 会 社、
頼 り が い の あ る 人 を 望 み、 出

化することで生産管理が不要となったのです。一方で顧

会ったのが三谷商事さんでした。

客が増え、新商品も増えてくると「誰が何を把握してい

『e2-movE』は、設計の安心感も

るか分からない」状態に。危機感を持った平林社長は、

ありましたし、我が社に合わせて
カスタマイズをしてくれるのもよ

逆に「今がチャンス！」とばかりに、思い切ってシステ

かったです。目指していたスタッ

ムを入れ替える決断をしました。

平林印刷株式会社

フの作業効率も上がり、費用をか

代表取締役社長

けたぶんの効果はあったと実感し

平林 満 氏

ています！

平林社長が導入にあたって求めたのは、システムを共
通化し、スタッフ一人ひとりの作業効率を上げること。

ユーザー訪問２

これまでは営業担当者が独自で見積もりや発注書を作成

担当者任せからの脱却。望んだのは、
これからの受発注を見据えたシステム

し、請求書も経理担当者が個人で作っていくというや
り方だったそうです。これを『e2-movE』では、１つの
データで見積書、受注書、発注書、確認書を作ることが

2

同社が『e -movE（イーツゥームーヴ）』を導入した

でき、さらに仕入れや売り上げも一目で分かるようにな

のは決算期を迎えた 2009 年３月のこと。「当時の社内

りました。顧客から納品の問い合わせがあったときも、
『e2-movE』で検索すれば、お待たせせずにすぐに答え

管理システムは、私自身が設計したこともあり愛着もあ

られるスピードも得られたのです。

りました。ですがその頃、仕事の流れや受注内容が少し

平林社長は「１つのデータから複数の書類を作れるこ

ずつ変わってきたんです。もともとのシステムが我が社

製品紹介

の受発注管理にマッチしてないことも感じていました」

とが魅力です。請求漏れや未回収の案件など取りこぼし

と当時を振り返る平林社長。

もなくなりました。なによりも誰もが簡単に操作できる

それまでは大型機械を備えた印刷工場を自社で構えて

のはありがたいですよ」と満足そう。

各事業所ごとに『e2-movE』と PC を備え、
ソフトとハードの両面で経営のスピードアップを実現
東京営業所

福井本社

クライアント

インターネット VPN

サーバ：NEC Express
5800 シリーズ

テレビ会議
常設 PC 計３台
他 モバイル PC 接続環境

部門紹介

グル プ会社
グループ会社

協業組合
プ
プリンティングクラスター
クライアント

テレビ会議
NEC VISUALINK TC-3100
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大阪営業所

テレビ会議

計 46 台

クライアント

サーバ：NEC Express
5800 シリーズ

テレビ会議
クライアント

計６台

モバイル PC 接続環境

ビジネスソリューション

一人ひとりの作業負担の軽減が、
会社経営にも大きく影響する
同社では電話やインターネットからの問い合わせが多
く、スタッフは主にデスクワークが中心です。１件でも
多く注文を受けて、スムーズに進められるように、事務
処理の軽減をしたい、という強い意向が社長にはありま
した。
「スタッフに無駄な時間を過ごさせたくなかった
わりました」と目を輝かせて話されました。
内部だけでなく、全国を飛び回る営業マンにも助かる
ツールとなりました。「出張先でノートパソコンを開い
2

▲問い合わせが入ると、画面を見て状況を確認。リピート客の情報も
素早く照会でき、業務がよりスムーズに流れるようになった。

の４拠点を結び、大型テレビでは社内映像が常に映し出

て、『e -movE』を立ち上げれば本社と同じ環境で仕事

されています。必要に応じて呼びかけて打合せをしたり、

ができるのです。まわりの風景が変わっただけで、仕事

製作サンプルを見せ合い意見を交換したりとフル活用し

環境は変わらない。営業マンにはありがたい！

ています。「隣にいる感じで、お菓子でもすぐに渡せそ

と好評

でしたね」。ひとつのシステムが会社の動きを向上させ
た好例です。

ユーザー訪問１

んです。導入後は劇的に、本当に大きく会社の運営が変

うなんですよ（笑）」。
テレビ会議システムは会議の移動時間や出張経費の削
減につながり、作業効率アップをもたらしました。
「距離
も感じさせず、音声の遅れもない。ゆくゆくは本社内にい
くつか置いて、どこでも会議をできるようにしたいです」
。
ひとつのプロジェクトを『e2-movE』で一元管理し、

同社ではテレビ会議システム

支社をまたいだ案件はテレビ会議システムで意見を集約

を導入しています。福井本社、

する、同社ならではの活用。結果、顧客への対応もスピー

東京営業所、大阪営業所、協業

ディーになり、自社内の作業も軽減されるなど、多くの

組合プリンティングクラスター

メリットを生み出すことができました。

平林印刷株式会社
所在地：本社／福井県福井市長本町 220−１

■担当者よりひとこと
導 入 後 の 効 果 を 明 確 に お 伝 え し、
平林印刷様の業態に特化した基幹
システム構築に努めました。平林

東京営業所／東京都千代田区内神田２−３− 10 東ビル 2F

社長をはじめ皆様に大変ご協力頂

大阪営業所／大阪府大阪市北区堂島２−１− 27 桜橋千代田ビル 4F

き、2 年経過した今では、私ども
の提案以上にご活用頂いています。

URL：http://www.hira-print.jp

新たなビジネスにチャレンジされ

設立年月：明治 43 年

る平林印刷様と歩調をあわせ、信

事業内容：印刷業務、販促品企画提案、

頼されるパートナーとしてサポー

従業員：50 名（パート社員を含む）

!!

情報ソリューション事業部
福井支店 営業２課

ゆめの博士

TEL：0776− 57− 0044

おしえて

工場／福井県福井市西開発１− 2907

WEB 業務、顧客管理、DM 発送業務

ユーザー訪問２

テレビ会議システムで、
製作の細かなニュアンスを直に伝える

内海 義之

トから新提案まであらゆる面でお
手伝いをさせていただく所存です。

ミタニノヒトビト
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ユーザー訪問 2

石川工業高等専門学校 様
1965 年の開校以来、機械や建築などの分野へ高い専門性を持つ人材を送り出している石川工業
高等専門学校（石川高専）様。演習や実験などでコンピュータを使う場面が多い同校では先ごろ、
Mac によるシンクライアントシステムが導入されました。全国の高専でも珍しい Mac での同シス
テム構築。導入に至った経緯について、電気工学科の山田悟准教授にお話を伺いました。

ユーザー訪問１

■お客様よりひとこと

元の環境に復元される▽クライアントの利用を止めずに

Mac OS と Windows の両方を使
える、Mac の『Boot Camp』を
利用しています。授業に使うハー

マスタ（ひな形）を更新可能——といった利点があるた
めです。

ドウェア制御ソフトが Windows

そこで山田氏ら担当チームは、同様のシステムを採用

版なので、授業に支障をきたさな

していた富山高専射水キャンパスに視察に出掛けること

いか三谷商事さんと検証したのが
導入前の思い出です。今後は、プ

に。実は、同キャンパスの TCS 構築を担当していたの

ロ グ ラ ミ ン グ な ど OS に 依 存 し

が当社の富山営業所。石川高専様と当社とのお取り引き

石川工業高等専門学校

な い 授 業 な ど で UNIX ベ ー ス の

電気工学科 准教授

Mac OS X を活用したいですね。

は、この視察をきっかけに始まったのです。

山田 悟氏
ユーザー訪問２

「ライセンス費用軽減」の知らせで
Mac による TCS 構築を本格検討

隣県 富山高専への視察研修が
当社とのお取り引きのきっかけに

その後、石川高専様が具体的に TCS 導入についての
石川高専様にて今回のプロジェクトがスタートしたの

検討を進めていく過程で、当社金沢営業所では、教育分

は 2009 年 12 月。当時運用中だった Windows XP ベー

野に特化した Apple 認定販売店としての強みや（数年

スの学内システムが更新の時期を迎え、これまでの資産

前より
『Apple Solution Expert』
、
2010 年春より
『Apple

を活かすべく Windows をベースにしたシンクライアン

Education VAR』）、これまで手掛けた事例をもとに、

トシステム（Thin Client System 以下 TCS）の検討が

折にふれ Mac による TCS を提案していきました。

なされました。多数のクライアントの OS やアプリケー

「Mac の導入は学内で何度か話があがっていたこともあ

製品紹介

ションをサーバで一元管理できる TCS には、▽クライ

り、ご提案には興味がありました。そうしたらちょうど、

アント環境を標準化できる▽再起動後にクライアントが

高専機構（独立行政法人 国立高等専門学校機構）とマイ

サーバ８台で 200 台の iMac を一元管理
他高専では類を見ない先進的取り組み
サーバ室

部門紹介
NetBootServer ８台
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室
情報処理センター演習室

建築棟演習室

電子情報棟実習室

マルチメディア演習室

台程度の iMac
iM
各教室 50 台程度の

ビジネスソリューション

クロソフトが包括的なライセンス契約を結んだニュース
が飛び込んできまして。調べてみると、石川高専としてラ
イセンス費用負担が軽減されることが分かったのです」
。
両者の包括契約により、俄然現実味を帯びてきた
Mac ベ ー ス の TCS 構 築。 そ の「MacOS と Windows
の両方が使える環境」を提案した当社の仕様が採用され
ました。決め手は何だったのでしょうか。
「クライアントマシンのスペックは Windows も Mac も
優れる面もあります。それに Mac ベースだと、別にソフ

ると同時に、MAC アドレスをもとに割り振られたネッ

トを調達しなくても、基本サーバ OS に内包される機能

トブートサーバ（Xserve）へ接続。OS やアプリケーショ

だけで TCS を構築できる。さらに、高専機構とマイクロ

ンが入った「ネットブートイメージ」をサーバからダウ

ソフトとの包括契約でコスト面のメリットが生かせられ

ンロードして利用可能な状態となります。

る——ここまで条件が揃えば大丈夫だろうと。三谷商事さ

授業では、そうした TCS ならではの利点や『Boot

んとは初めてのお取り引きでしたが、近隣の高専での納入

Camp』の機能を教員・学生が存分に活用しています。

実績があったので、安心してプロジェクトを進めていけま

２つの OS を１台でまかなえる利点から、学内でも徐々

した」
。山田氏は、こう評価してくださいました。

に Mac ユーザーが増えているとのこと。「Mac で構築

ユーザー訪問１

遜色ない。むしろ、Mac の方がコストパフォーマンスに

▲約 50 台 の iMac が 配 置 さ れ た 演 習 室。 利 用 者 は、Windows と
Mac OS の２つの OS を使用することができる。

するメリットは大きいと分かってはいましたが、頭で理
解しているのと実際に導入するのとはやはり話が別。自
分でもよくこんな勇気があったなあ、と思いますよ」と
山田氏は目を細めます。
今回のソリューションでは、石川高専様に 200 台の

各地の高専からの反響も大きいという、Mac による

iMac（MacOS X 10.6）と８台の Xserve（MacOS X

TCS の構築ソリューション。長年にわたりモノづくりの

10.6 Server）を納入しました。学内４つの実習室・演

分野をリードする人材を送り出している、石川高専様な

習室に配置された iMac は、教員・学生が電源を投入す

らではの
「先進性」
を象徴する取り組みといえるでしょう。

石川工業高等専門学校

ユーザー訪問２

TCS の利点と『Boot Camp』の実用性
Mac OS X を存分に活用した構築事例

■担当者よりひとこと
ご 提 案 の チ ャ ン ス を 賜 り、 誠 に

所在地：石川県河北郡
津幡町北中条タ１

あ り が と う ご ざ い ま し た。 ま た、

TEL：076 − 288 − 8000
FAX：076 − 288 − 8014
URL：http://www.ishikawanct.ac.jp/

のシステムへと、貴校の教育イノ

おしえて

ベーションのお手伝いをさせて頂
き、光栄に存じます。教育現場で
の IT 活用に関し、これからもチャ
レンジしていかれるお客様と一緒
に努力して参ります。

情報ソリューション事業部
金沢営業所 所長

!!

ゆめの博士

設立年月：1965 年 4 月

Windows ベ ー ス か ら Mac ベ ー ス

坂本 賢一

三谷商事が Apple の「Value Added Reseller」
としてダブル認定されました
「Value Added Reseller（VAR）」とは、市販のパッケージソフトにユーザー
呼ばれます。Apple では、自社製品に関するシステム構築・運用保守業務に
ついて、高い技術レベルでのサービス提供が可能な業者を VAR として認定
しています。当社は教育分野に特化した「Education VAR」とエンタープ
ライズ市場に特化した「Business VAR」の２つの認定を受けました。全国
でも数少ないダブル認定を受けた企業として、お客様のお役に立つソリュー
ションをご提供いたします。是非お気軽にお問い合わせくださいませ。
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が希望する機能を追加して再販する業者のことで「付加価値再販業者」とも

ごあいさつ
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2012 年、
いよいよ当社の技術が

三谷商事の新製品をご紹介致します。
商品についてのお問い合わせは、各項目に記載しております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

宇宙へ発進！

地上で作成した手順で動作

国際宇宙ステーション（ISS）の日本実験棟「きぼう」では、

 JAXA

ユーザー訪問１

真空や微小重力といった宇宙特有の環境を利用した各種実
験を行っています。
その中でも生命科学を解明する実験を行うために、全自

実験指令を送信

動蛍光顕微鏡を使用した実験が行われようとしています。
この実験を遂行するため、当社で開発した「Fluorescence
Microscope System（きぼう実験システム）」の採用が決

実験データを受信

定いたしました。
高い信頼性を確保するために 7,000 項目以上のテスト
チェックをクリアし、2012 年、いよいよ種子島から打ち
上げ予定になっています。当社の画像処理技術は、バイオ
テクノロジーやナノテクノロジーの計測分野で幅広くご利

JAXA 筑波宇宙センターにある
「きぼう」の運用管制室
実験手順を作成

用頂いており、国内シェア No. １の実績を誇っています。
ユーザー訪問２

■お問い合わせ先：三谷商事㈱ 情報システム事業部 ビジュアルシステム部
TEL：0776-20-3570 ／ http://mitani-visual.jp/

累計 60,000 台超の販売実績

液晶テレビ SORTEO シリーズ
ソルテオ

当社が設計段階から携わっている液晶テレビ「SORTEO
（ソルテオ）」は 07 年より発売を開始し、現在 13、16、
製品紹介

19 インチの小型サイズ４機種（16 インチ２機種）をライ
ンナップしております。
協力会社とのジョイントによる医療機関の病室向けテレ
ビをはじめ、様々なビジネス分野で幅広く導入されており、
累計 60,000 台超の販売実績がございます。
今後は IP テレビ（Internet Protocol TeleVision）などの
新商品も投入し、更に魅力ある商品群にしていく予定です。
■お問い合わせ先：三谷商事㈱ 情報システム事業部 電子デバイス部
TEL：03 − 5949 − 6236 ／ E-mail：csupport@mitani-corp.co.jp ／ http://www.mitani-device.jp/

部門紹介
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ビジネスソリューション

助手侍→

今回のテーマは…

「スマートフォン」

助手侍：最近、スマートフォンなる道具が流行っていると聞

にインターネットを活用することができるんじゃよ。

ゆめの博士：助手侍よ。良くぞ聞いてくれた。何を隠そう、
わしはすでにスマートフォン使いなのじゃ！

スマートフォンの苦手なことは？

ふぉふぉふぉ！
侍 なんと！ 拙者、すでに時代遅れでござったか…
博 落
 ち込むでない。せっかくじゃから、基本的なことから

おしえて

教えてさしあげよう。

 帯電話に実装されていた「おサイフケータイ」
「ワン
博 携

ユーザー訪問１

いたのでござるが、博士殿はご存知でござるか？

とのできなかったサイトが閲覧できるなど、より本格的

セグ」などの機能に対応していなかったり※、テンキー
なしのタッチパネルが主流なので、操作に慣れるまでは

ゆめの 博士

スマートフォンとは

たような情報端末のことで、ここ数年、急激に販売台数
を伸ばしており、数年後には携帯電話の契約数を超える
だろうと言われておるんじゃよ。
侍 ほ
 ほう。そんなに流行っているのでござるか？ ならば、
拙者も買ってみるでござるか…
博 こ
 れ阿呆侍！ 流行っているからと言って、何も考えず
に買ってはいかん。その前に、スマートフォンは何が得
意で、何が不得意なのかを知ることじゃ。

トをフル活用する場合、パケット定額コースへの加入が
ほぼ必須となるんじゃが、それには毎月 5,000 円程度
必要となるため、どうしても月々の通信料が高くなって
しまうんじゃよ。

スマートフォンを持つ必要が
あるのかを考えよう

ユーザー訪問２

博 ス
 マートフォンとは電子手帳などに携帯電話を合体させ

使いにくいと感じる人も多いんじゃ。また、
インターネッ

 うじゃ、
助手侍よ。スマートフォンのことが大体分かっ
博 ど
てきたかのう？
侍 ふ
 む。では、電話やメールができればよいという拙者の
ような輩には、スマートフォンは不要なのでござろうか？
博 そ
 うじゃのう。そういう使い方じゃと、維持費がかか
るスマートフォンはあまりお勧めはできんのう。逆に、
YouTube 動画を見たり、豊富にあるアプリでやりたい

博 ま
 ず一番の特徴は、ソフトウェア（アプリ）を追加する

ことがあるのであれば、スマートフォンはとても魅力的

ことで、簡単に機能を拡張できる点じゃ。例えば、電話

じゃの。読者のみんなも、購入前には「自分がどういう

帳やカレンダー機能は標準でも付いているが、その機能

ことがしたくて、スマートフォンを使うのか」を考えた

に物足りなさを感じるような場合、別のスケジュール管

上で購入を検討してはいかがかな？

理アプリを探してきて、簡単に追加・利用することがで

 マートフォンを使いこなす姿、憧れるでござるよ〜！
侍 ス

おしえて！ ゆめの博士

スマートフォンの得意なことは？

!!

きるんじゃ。その次に、スマートフォンはパソコンと同
じサイトを見ることができるので、携帯電話では見るこ

※最近発売されたスマートフォンには徐々に対応されつつあります。

ミタニトピックス／
ミタニノヒトミ
ビタ
トニノヒトビト
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電子デバイス部

電子デバイス部は、東京営業課、中部営業課、企画・購買課、
タイミタニの４拠点で構成されています。事業内容は、自
社ブランドの液晶 TV を始め、3D プリンタ、3D ディス
プレイ、顕微鏡カメラ等を扱う「機器販売事業」
、電子機
器に関する開発設計から調達、生産まで一貫したサービス
を提供する「EDMS 事業」
、半導体、電子部品等を扱う「部
品販売事業」
、LED 照明等を扱う「エコ関連事業」の４分
ユーザー訪問１

（上段左）東京営業課／畠山・坂川・万谷 （上段右）中部営業課／瀬戸・早川・後藤
（下段左）企画・購買課／村田・藤枝・北野・谷口
http://www.mitani-device.jp/ （下段右）タイミタニ／ Angcarak・三宅・Suphasri

野が中心です。詳しくは、ホームページを参照下さい。

スタッフの

スキ コレ！
●畠山清貴×私のダイエット法

ユーザー訪問２

学生時代は「細マッチョ」として名高かっ
た私ですが（本当なんです）、入社と同
時に太り始め、今では「メタボリック・
おデブ」と揶揄されるような惨めな体型
になってしまいました。そんな私が最近
取り組んでいるのが「ロードバイク」で
す。ダイエット効果が抜群である事に加
え、ちょっと頑張れば 100 ～ 200㎞は
難なく走れるので、小旅行も楽しめます。
今後は各種イベント、レースに参加し、
再度「細マッチョ」を目指します！

製品紹介

●早川真衣×バイオリン

最近始めたバイオリンにはまっています。
昔から楽器を演奏する事が好きで違う楽

部門紹介
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デバイス部スタッフ４人の

アンカラック

ミーワンスック

●Angcarak Meewansukkul × MY HOBBY

「これが好き！」を
楽しくご紹介します。
器をずっと習っていたのですが、バイオ
リンへの憧れを捨てきれず、勢いも手伝っ
て始めてしまいました。まだ音を出す事
もまともにできず、不協和音が響き渡る
状況のため演奏には程遠いですが、いつ
の日か人に聴かれても恥ずかしくない演
奏ができるよう日々精進をしていきたい
と思います。目標は友人の結婚式で演奏
する事！ 予定は全くありませんが…。

●村田達也×釣り

子供と海釣りに行く事が休日の楽しみと
なっています。海と言っても船に乗って
沖合いに出るのではなく、気軽に楽しめ
る防波堤からのウキ釣りや、砂浜からの
投げ釣りです。先日も、福井市内から
30 分程で行ける鷹巣海水浴場で、写真
のようなシロギスが釣れました。なんと
か自分で調理するのですが、大きいもの
は刺身で、小さいものは天ぷらにすると
大変おいしい魚です。釣具店主催のキス
釣り大会にも参加して楽しんでいます。

My hobby is photography, I’m very happy
when I take a shutter of my digital camera
and more happy when I got a beautiful
photo. The reason that I like to take
photos: I would like to offer my story and
my best impression to someone else via
social networks such as Facebook or
Twitter. I started to take photos when I
knew a photographer who took photos
for a magazine in my brother’s company.
He had a professional skill to take photos
of airplanes, views, and humans. He was
my inspiration so I have an interest in
photography. Actually I like to travel with
my friends. Most of them prefer to be
models rather than take photos, so we can
share of our roles. I can take photos of
them, flowers, views and keep them for my
memory. Sometimes I send other group
these photos to share. Every weekend I
will have an appointment with my friends
to improve my photography skill.
私は写真を撮るのが趣味で、特に美しい写真が撮
れた時は幸せな気分になります。きっかけは、フェ
イスブックやツイッターなどで自分のことを誰か
に伝えたかったから。ある写真家に刺激されて、
自分も風景や人々など、いろいろな写真を撮りた
くなったというのもあります。友人たちとあちこ
ち旅行して、そうした写真を撮りためたり、週末
には友人と写真技術を磨いたりしています。

W チャンス
ス
チャン

１

１名様

SANYO GOPAN
ス
チャン

２

さらに！
W チャンスで
プレゼント
NHK 大河ドラマ

お江ストラップ

10 名様

ユーザー訪問２

●応募方法
同 封のアンケート用紙にご回答いただ
き、下記 FAX 番号にお送りいただくか、
インターネットでご応募ください。
FAX：0776 − 20 − 3104
URL：http://si.mitani-corp.co.jp/
キーワード「フウリョク」
●締切 平成 23 年 10 月 31 日
※プレゼントは 11 月下旬発送予定
※当 選者の発表は賞品の発送を以て代えさせ
ていただきます。

製品紹介

【表紙の写真】
三谷商事は、日本で初めて本格的
な外海洋上風力発電施設を開発
した㈱ウィンド・パワー・いばら
きを子会社化し、風力発電事業に
新規参入しました。2,000kW の
発電能力を持つ大型風車７基を、
茨城県神栖市の鹿島臨海工業地
帯港湾区域に設置し、昨年６月
より本格稼働しています。
また、2013 年４月稼働を目標に、
同規模の風車８基を増設する計

部門紹介

画です。
東日本大震災をほぼ無傷の状態
で耐え、一般家庭約 7,000 世帯
分の電力を供給し続けた実績が
あり、原発事故の影響により、自
然エネルギー発電への期待が更
に高まっていくことでしょう。

今回から本格的に編集に参加しました
が、記事を書くことは大変だと実感しま
した。最終的に Apple 本社まで電話を
かけたり…手が震えました（笑）こんな
調子だと次が思いやられますが頑張りま
す！ P.S. 私も GOPAN 欲しいです。
パンの香りにつつまれたい。（海苔）
最 近 の デ ジ タ ル 製 品 は 何 で も 3G や
Wi-Fi でネットに繋がります。電話、タ
ブレット、ゲーム機、テレビ…そして、
通信費用が家計に占める割合って、結構
高くなっています。これこそ 21 世紀を
代表する指標 !? 我が家でもすごい金
額に…。電気料金より高い！（3TB）
今使用している携帯電話は３年目。情報
産業に身を置くからには、時代の波に取
り残されないようにと、今号の記事を参

今 回 の 編 集 作 業 は、 各 コ ー ナ ー の リ
ニューアルということもあり、なかなか
苦労する部分もありました。ですが、皆
で案を練ってできあがったものは、とて
も満足のいくものになりました。早く読
者の皆さまに見てもらいたいなと思いま
す。（イ寺）
体調が優れず、病院で診てもらったら即
入院になってしまいました。人生初の入
院で、ベッドに横になり両手に点滴最大
３つ。そこで初めて分かりました。点
滴の針が打ちづらい体質であることを。
ナース泣かせでした。皆さま、健康診断
は毎年きちんと受けましょう。（NTA）

情報ソリューション事業部
東京支店
関西支店 大阪営業所
京都営業所
神戸営業所
福岡営業所
中部支店 名古屋営業所
豊田営業所
福井支店
金沢営業所
富山営業所
営業推進部
システム部
技術管理部

〒 910−8510 福井市豊島１−３−１（第 3 三谷ビル３F）
☎（0776）20−3103
〒 171−0033 東京都豊島区高田３−28−２（ダヴィンチ高田三丁目ビル１F） ☎（03）5949−6226
〒 532−0003 大阪市淀川区宮原３−５−24（新大阪第一生命ビルディング 12F）☎（06）6399−4663
〒 600−8216 京都市下京区西洞院通り木津屋橋上ル（辰巳ビル１F）
☎（075）343−0322
〒 650−0032 神戸市中央区伊藤町 119（三井生命神戸三宮ビル５F）
☎（078）333−5356
〒 812−0011 福岡市博多区博多駅前２−６−10（FK ビル８F）
☎（092）473−0016
〒 460−0002 名古屋市中区丸の内２−12−13（丸の内プラザビル６F）
☎（052）220−0177
〒 471−0034 豊田市小坂本町１−13−11（富士火災豊田ビル４F）
☎（0565）32−0061
〒 910−8510 福井市豊島１−３−１（第３三谷ビル３F）
☎（0776）20−3109
〒 920−0025 金沢市駅西本町 1−14−29（サン金沢ビル 2F）
☎（076）222−2181
〒 930−0008 富山市神通本町 1−1−19（富山駅西ビル 1F）
☎（076）431−1045
〒 910−8510 福井市豊島１−３−１（第３三谷ビル３F）
☎（0776）20−3092
〒 910−8510 福井市豊島１−３−１（第３三谷ビル３F）
☎（0776）20−3103
〒 910−8510 福井市豊島１−３−１（第３三谷ビル３F）
☎（0776）20−3107

情報システム事業部
公共システム営業部
公共福井営業部
公共敦賀営業所
ビジネスパートナー営業部
関東グループ
関西グループ
中部グループ
ビジュアルシステム部
東京営業所
大阪営業所
開発課
電子デバイス部
東京営業課
中部営業課
企画・購買課
情報企画部

〒 910−8510 福井市豊島１−３−１（第３三谷ビル２F）

☎（0776）20−3102

〒 910−8510 福井市豊島１−３−１（第３三谷ビル２F）
〒 914−0076 敦賀市元町５−７

☎（0776）20−3201
☎（0770）24−3028

〒 171−0033 東京都豊島区高田３−28−２（ダヴィンチ高田三丁目ビル１F） ☎（03）5949−6211
〒 532−0003 大阪市淀川区宮原３−５−24（新大阪第一生命ビルディング 12F）☎（06）6399−5250
〒 460−0002 名古屋市中区丸の内２−12−13（丸の内プラザビル６F）
☎（052）220−0504
〒 171−0033 東京都豊島区高田３−28−２（ダヴィンチ高田三丁目ビル１F） ☎（03）5949−6220
〒 532−0003 大阪市淀川区宮原３−５−24（新大阪第一生命ビルディング 12F）☎（06）6399−3755
〒 910−8510 福井市豊島１−３−１（第３三谷ビル２F）
☎（0776）20−3570
〒 171−0033 東京都豊島区高田３−28−２（ダヴィンチ高田三丁目ビル１F）
〒 460−0002 名古屋市中区丸の内２−12−13（丸の内プラザビル６F）
〒 910−8510 福井市豊島１−３−１（第３三谷ビル２F）
〒 910−8510 福井市豊島１−３−１（第３三谷ビル２F）

バンコク駐在員事務所 7th FL, C. C. T. BLDG. 109 Sarawong Rd., Bangkok 10500

〈ホームページ〉http://si.mitani-corp.co.jp/
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この冊子が皆さまのお手元に届くのは
10 月ですが、今私が記事を書いている
のは７月です。毎日暑い日が続いており、
全国的に節電ムードで厳しい夏になりそ
うな予感です。当社のグループ企業で運
営している風力発電設備もフル活動で貢
献していると思います。（かに座）

☎（03）5949−6236
☎（052）220−0501
☎（0776）20−3484
☎（0776）20−3102
☎+66（2）236−9400

ご意見、ご感想をお待ちしております。

発行元／三谷商事株式会社 情報システム事業部 夢の架け橋編集室 〒９１０ー８５１０ 福井市豊島１丁目３番１号（第３三谷ビル）☎０７７６・２０・３１０２ 発行責任者／中山 佳丈 発行日／平成 23 年 10 月１日

ユーザー訪問１

お米食パンも餅もおまかせ！

編集委員はもちろん社員からも意見を募
り、より有益な情報をご提供できるよう
にと今号は大きくリニューアル致しまし
た。これからもお客様から愛される夢の
架け橋で有り続けられるように精一杯頑
張ります。（やまびこ）

考にスマートフォンを検討中です。で
も、結局使うのは電話とメール機能だけ
…と、残念な結果だけにはなりませんよ
うに (>_<) （HANA）

第 68 号

プレゼント

編集後記

夢の架け橋

ごあいさつ

アンケートに答えてプレゼントを当てよう!!

