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アイロベックスヒストリーアイロベックスヒストリーアイロベックスヒストリー
～アイロベックス通信 100 号記念企画！～アイロベックス通信 100 号記念企画！～アイロベックス通信 100 号記念企画！

100 号記念読者プレゼント100 号記念読者プレゼント100 号記念読者プレゼント
アイロベックス通信もおかげさまで100 号を迎えることが
できました。本号は当社の歴史を振り返る内容となってい
ます。設立当時の代表の思い、先輩社員の残してきた実績
や社内イベントなど初めての発見もありました。
今後ともアイロベックスにご期待ください！
Webコンサルティング部　yamada

A賞

1名様

アイロベックス
オリジナル
カラーキーボード

東プレRealForceをベースにアイロベッ
クスが独自発注したオリジナルカラー
キーボードです。静電容量無接点方式
を採用した高品質かつ高い信頼性と耐
久性！

C賞

5名様

アイロベックス
オリジナル
ノート

アイロベックスオリジナルキャラ
クターリングノートです。

5名様

B賞
アイロベックス
オリジナル
カレンダー

アイロベックスオリジナルの2014年
のカレンダーです。当社のキャラク
タージョンが毎月四季折々の姿で登
場します。

5名様

D賞
アイロベックス
オリジナルタオル

アイロベックスオリジナルのタオル
です。普段使いにピッタリの可愛い
デザインです。

5名55

賞
イロベッククスス
リリリジナジナナルタルタオルオル

アイロベックスオリジ
です。普段使いにピににににににに ッタリののののの
デザインです。

賞

55名様

イロベックククススススス
ジナル
ートトト

ックッッッ スオリジナルキャラララ
グノ ト す

E 賞

1名様

ブレイントレーニング
お試しコース

IT業界の疲れた脳のバランスを整える
脳波トレーニングのお試しコースを無
料体験できます。

1名様

F 賞
システム診断
サービス

システム改修や新規システムへのリ
ニューアルを検討中の会社様向けの
システム検証サービス（通常価格：
35,000円）が体験できます。

日頃の感謝の気持ちを込めて、読者のみなさまへプレゼント！
アイロベックス通信の100号記念の感謝をこめて、読んでくださっている読者の方へプレゼントを実施いたします。
みなさま、奮ってご応募ください！

応募先：inq@ilovex.co.jp

件名に【100号記念読者プレゼント】とご記入のうえ、【御社名】【お名前】【ご住所】【電話番号】【アイロベックス通信の感想】
【ご希望のプレゼント名】を本文に明記し、上記メールアドレスまでEメールをお送りください。なお、当選のお知らせは発送
をもって代えさせていただきます。
※FAXでも受け付けます。上記必要情報を明記のうえ、以下にお送りください。
FAX:03-3232-2520
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「アイロベックス通信」はおかげさまで、100号を迎えることができました。　

　当誌「アイロベックス通信」はおかげさまで本１月号をもって100号を迎えることができました。また2014年1月24日で設立25年を迎えます。これもひとえに当誌をご愛顧いただいておりますみなさまのご支援とご指導
の賜ものと心から感謝申しあげます。本号では設立から本日にいたるまでの当社の歴史を振り返っております。システムはもちろん、そのプロジェクトに対しての思い出をみなさまへの感謝とともにご紹介させていただき
ました。少しだけ社内イベントについても書いておりますので、会社の雰囲気なども知っていただければと思います。

仕事の思い出

　某百貨店のCRMシステムの本稼働が2002年から2003年位の1月4日でした。
当社中村と、年末にテストセンターで問題解決のために徹夜しました。結局、
テストデータの例外を見つけて、対処、無事に稼働できたのですがその仕事で
は、人生において最大の徹夜回数を記録しました。

　ただ、今でも良い仕事だったと誇りに思えるシステムづくりでした。

社員旅行

　アイロベックス設立の最初の12月に社員旅行でニューヨークへ行きました。

　今でもおつきあいのあるJTBさまの特別パックをチラシでみつけ、5人で
ニューヨーク/ナイアガラの滝　4泊6日ツアーだったように思います。

　ニューヨークのセントラルステーションで食べた生ガキ、9.11で崩壊した世
界貿易センタービルの最上階のレストランWindows on the Worldへ行ったこ
と、ナイアガラの滝付近が零下20度？で凍りつくほどで、寒さを通り越して肌が
痛かったこと等々、数え切れません。とても印象に残った社員旅行でした。

　アイロベックス設立のスタートは、渋谷の「青山レジデンス」というマンショ
ンの１室でした。事務机が５つくらいで、机の間を人がすれ違うこともできな
いくらいの狭さでした。

　その頃は、オフコン（オフィスコンピューター）の仕事をしており、オフコンと
呼ばれるマシンの本体と専用端末やプリンターなどが所狭しと置いてありました。

　マンションのベランダからの日差しが強く、特に西日がありがたいほど容赦
なく照りつける部屋でした。

　真夏は、マシンの熱と日差しで日中は尋常ではない暑さで、とても仕事がで
きないので、日中はプールに泳ぎに行って、日が沈んでから夜中に仕事をして
いたのを覚えています。今にして思えば、よく体がもったなと思いますが、とて
も楽しい思い出です。

　私は1995年の入社です。当時はインターネットという言葉は一般
に馴染みはなく、アイロベックス開催のインターネット教室には、大
手通信会社からも多数の参加があったほどです。

　ホームページ制作ができる会社も人も少なく、私自身手探りなが
らも日々奮闘していました。

　Windows98がリリースされ、まさに新しい時代が来るという活気
が、業界だけでなく世の中にあふれていましたね。ありきたりな表現
ですが、そんな時代の変革を肌で感じる事ができたのは、とても貴
重な体験でした。

　次はどんな驚きと感動が来るのかな。

　1999年頃、入社して5年くらい経った頃のことで
しょうか。

あるSIer企業様よりVBのパッケージカスタマイズを
請けさせていただくにあたって、プログラム審査を
受けました。

　若干項目数の多いデータベースにOracleを使用
したマスタメンテナンスを１本作りました。画面レ
イアウトでは、コントロールの配置、サイズ、タブ
オーダーなどに気をつけ、ソースコードでは命名規
約や部品化を心がけ、適度な改行にインデント、コ
メントを入れることなど、他人に見られるからには
美しいソースを書いてやる！と意気込んでいました。

　社内で分担して、SEは動作テスト、プログラマー
はソースチェックをしてもらい、無事お仕事をいた
だけたのがうれしかったですね。

　思い出に残っていることとして最初に記憶から出
てきたのは、入社３年目くらいに社員旅行で韓国に
行ったことです。

　私にとって初めての海外旅行だったということも
あり、特に記憶に残っています。

　とはいえ、どこかを観光した（と思うのですが）記
憶は殆どなく、市場や夜の街に呑みに行ったり、現
地の人と交流したり、といった思い出ばかりが残っ
ています。

　もう15年前になるので、そろそろまた韓国に行っ
てみたいと思います。

　一昔前は、設立記念日のイベントとして、高級フランス
料理などで会食の機会がありました。

自腹では、とても行く機会がなさそうなお店ばかりでし
たので…、良い経験ができました。

　仕事について振り返ってみると、数多くのプロジェクト
を経験させて貰っているなと思い出されます。中でも、や
はり苦労したプロジェクトが頭に思い浮かびます。

　その当時は、苦労してつらかったことも、後々振り返る
と良い経験となりいろいろと学ぶことができたのかと思い
ます。

　私が、入社して一番印象に残っていることは、やはり、
目標達成のご褒美で、会社から旅行をプレゼントされ、
自分のチーム全員で旅行に行けたことでしょうか。

　ただ、目標達成に大きく貢献してくれたメンバーが、１
名だけ参加できなかったのは心残りです。その後、本人
からは、恨みごとをたくさん言われました（笑）

　仕事で楽しかったことと言えば、自分が作成したJava
のフレームワークが完成し、それを各プロジェクトで導入
されたことです。

　入社１年目の終わりの方から、ずっとJavaの勉強をし
てきて、その集大成だったと自分の中では思っています。

「検収管理システム
bug-zero（バグゼロ）」公開

取締役
小幡 直輝

取締役
小幡 直輝

平成2年 1月 平成6年 平成12年 平成19年 平成21年平成20年 平成22年 平成25年平成23年

アイロベックス設立
任天堂「スーパーファミコン」発売

アイロベックスの出来事
世の中の出来事

ネットワーク技術部創設
向井千秋さんが宇宙へ

XziNet、ASPサービス開始
新紙幣2000円札発行

ゴールドパートナー取得
第1回東京マラソン開催

アスキー賞受賞
北京オリンピック開幕

設立20周年
政権交代　事業仕分け

本社移転
「はやぶさ」が地球に帰還

買取サイト構築サービス開始
サッカー日本女子代表が初優勝

「TAKUHAI」リリース
東京オリンピック・パラリンピック開催決定

ソフトウエアの設計・開発を
目的として設立

インターネットサーバー構築、
ホームページでの会社案内を
開始し、ネットワーク技術部を
創設

リレーショナルデータベース
であるSQLServerやOracle
を使った大規模システムプ
ロジェクトを次々請け負う

実績及び技術力を評価され、
Microsoft認定ゴールドパート
ナーを取得
プライバシーマーク(Pマーク)
を取得

当社ホームページが「MTサ
イト2007」にてアスキー賞
受賞

現役SE・プログラマーが推
薦するIT本「IT　BOOKS」を
Webサイトで公開

設立20周年

「システム開発ブログ」を公開

会社ロゴリニューアル

スクールに特化した携帯予約シ
ステム+業務システム
「Your-SCHOOL」を教育ITソリュ
ーションEXPOに出展

本社移転

東プレ社製静電容量無接点方
式キーボード"Realforce"販売
開始

自社サイトリニューアル アイロベックスオフィシャル
ショップ公開

システム歴史

社内イベント

平成14年6月
フリーソフト
「ilovex Typing」公開

平成19年8月

平成17年2月

History

業務負荷を軽減する管理システムXziNet(エグジネット)プ
ロジェクト管理のASPサービス開始

平成17年5月
「テーブル設計書作成ツール」公開
「ステップ数カウント君」公開

平成13年11月
社員旅行　屋久島平成2年12月

社員旅行　ニューヨーク
平成14年11月
社員旅行　赤城高原牧場

平成17年11月
社員旅行　東北旅行

平成23年1月
高乗寺で座禅や写経体験

平成24年1月
設立記念食事会

平成25年1月
高尾山登山

平成20年8月
Windows Serverのアクセス権限確認ツール
「AD-Folder」販売開始

平成22年10月
Salesforce　CRMによる顧客
管理システム構築サービス開
始

平成25年2月
販売管理、入送金管理システム
「FUKU」の販売を開始

平成24年9月
Salesforce導入支援サービ
ス「Salesforceお助け隊」を
開始

平成24年10月
スマートフォンを活用した
店舗報告書の支援システ
ム「FCレポ」の提供開始

平成25年8月
買取・リユース業務管理システ
ム「TAKUHAI」のサービス提供
を開始

代表取締役社長
杉山 淳子

パソコンがでかい！

93年小幡

伊香保温泉で宴会

東北旅行でなまはげと

ジョン ホップ・ステップ・ジャンプ ゴロー ピーコ タイソン

屋久島で記念撮影！ 　長年のお付き合い、江頭さん 設立記念に高級レストランへ 高乗寺で写経体験

ドイツ村でみんなでソーセージを作りました。

94年　代表杉山

システム事業部
中村 千穂

システム事業部
見並 圭一

システム開発部
八田 忍

システムアーキテクト部
加藤 泰伸

Webコンサルティング部
橋本 冨美代

ジ

アイロベックスの
キャラクターたち

アイロベックスタイピングができたときに、作られたのが左のキャラクタ
ーたち。当社のデザイナーが3Dソフトを駆使して誕生しました。
中でもクマのジョンは、ノート、タオル、カレンダーなどさまざまなオリジ
ナルグッズに使われている当社のメインキャラです。

95年
当時

05年
当時

05年
当時

04年
当時

01年
当時

04年
当時

03年
当時
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