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執筆：ITコンサルティング事業部
　　  村上 宜久

　８月号の ilovex 通信でニュースリリース
の活用をご紹介させていただきましたが、そ
のニュースリリースで注目を得たり、ソー
シャルメディアで拡散されやすいインフォグ
ラフィックについてご紹介いたします。

　インフォグラフィックとは商品やサービス、
さまざまなデータを視覚的に分かりやすく
表現したものです。みなさんも都道府県ラン
キングや地下鉄の路線図、アンケート結果
などで数字や文字だけでなく、ビジュアルで
表現されたものを見たことがあると思いま
す。例えば都道府県ランキングでは、実際の
都道府県の大きさとは異なるランキングの
順位に比例した大きさで描かれていたり、色
で分けていたりするものです。こうすること
で、説明書きを読まなくても一目見ただけで
どの県が上位なのかが分かります。

　これを自社のサービス等の情報発信をす
る際に取り込めば、ニュースで取り上げられ
やすく、ソーシャルメディアでは拡散されや
すくなります。さらに御社の商品やサービス
が伝わりづらいものであれば、今より格段に
お客さまの理解が得られやすくなります。

　とはいえ、興味はあるが作成できる体制
がないなどございましたらお気軽にご相談
ください。

視覚的に伝えよう！
インフォグラフィック

先日、衝動的に着物を着てご飯を食べに行きました。普段
と同じこともシチュエーションを変えることで、違った雰囲
気を楽しむことができました。中秋の名月も、まずは形から
入って楽しみたいと思っています。
ＩＴコンサルティング事業部　kawamoto

福建省　福州

　こんにちは、システム開発事業部の
張です。私の地元は福建省の福州（ふ
くしゅう）です。福州は中国の南方にあ
り、海を隔てて台湾省と相対した場所
に位置しています。海が近いため、常に
新鮮な海産物を食べられます。福州を
ご存知の方は多くはないと思いますの
で、この機会にご紹介させていただき
ます。
１）ジャスミン

　ジャスミン茶の代表的産地は福州です。
３５度は下がらない福州の夏、正午か
ら２時ごろにジャスミンの花を摘むの
が最もよいとされています。つぼみが今
晩ちょうど開きそうなものだけを摘む
ので、花を一つひとつ丁寧によく見る
必要があります。摘まれたジャスミンは

香りがよいためジャスミン茶以外に、
ネックレスとしても使用されます。
　夏ともなると、ジャスミンのネックレス
が大人気です。
2）魚団子

　福州魚団子の白い皮は、魚肉で作ら
れています。さまざまな種類の魚で作る
ため、使用する魚によって皮の味は全く
異なります。魚団子の中身は一般的に
豚肉を使用し、脂身はなく、非常に柔ら
かいのが特徴です。
　煮る前の団子は小さく見えますが、煮
るうちにどんどん膨れてきて、でき上
がった時、団子は煮る前より2～ 3倍
位の大きさになります。団子の中身には
肉汁がたっぷりで、口に入れるとじゅ
わっと溢れ出してきます。

3）お芝居

　福州の方言で演じる独特なお芝居です。
田舎ではお祭りとなると、広場でお芝居
を開催することが多いです。
　子供の時、俳優さんの化粧した格好
や服装が面白く、舞台の近くで観察した
り、楽屋に忍び込んだりすることがあり
ました。時には悪戯で舞台の下から、出
番を待つ俳優さんのズボンのすそを
引っ張ってしまったこともあります。
子供時代のいい思い出です。

　福州は観光向きの都市ではないかも
しれませんが、独特な情趣がある都市
だと思います。よろしければ、福州にお
越しになるのはいかがでしょうか？

執筆：システム開発事業部　張 嵐
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記事：WEBコンサルティング事業部
　　　橋本冨美代業務システムのデザインについて

業務システムのデザインで気をつけるポイント

　「ノートパソコンといえば Let’snote（Panasonic）でしょ」ということと、チーム唯一の女性社員が松田翔
太ファンであるということもあり、Let’snoteを選びました。モデルはAXシリーズのCF-AX2になります。
12万円前後と比較的安く購入できるというのも選んだ理由の一つです。（価格は2013年 5月時点）

～前回までのあらすじ～
　代表の杉山の「２０１４年４月のWindowsXP サポート終了に向け、いろいろな提案をお客さまにできるように、
Windows8搭載のノートPC購入するわよ!」という一声で、各チームがそれぞれ機種を選び購入してもらいました。
　前月から引き続き第三弾！！！　購入したノートＰＣのご紹介をしてきたいと思います。

Windows8は買い！？
アイロベックス社員の
評価とは？
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Windows8
中村次郎チーム

システム開発事業部    青木 直也

Let’s note AX CF-AX2
ウルトラブックとタブレットの両方の機能を持つ、1台2役のハイブリッド・モバイル

360°回転ディスプレイ／ 11.6 型タッチパネル
高スペックな基本性能（第３世代インテル・インテル® Core™ i5 ／ SSD搭載）
電源オンのままバッテリー交換できる（約９.５時間駆動「ホットスワップ機能」対応）
安心して持ち歩ける頑丈設計（耐７６cm落下／耐１００kg級加圧）
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機種を選んだ理由

メリットとデメリット

開発時の変更にも臨機応変に対応出来るデザ
インを心がけています
　システムとしての機能に優れているだけでな
く、デザイナーが関わる事で、ユーザーサイドの
視点も加わり、より使い勝手の良いものになって
いきます。私たちデザイナーは数枚のシステム設
計図から、この先どんな画面が出てくるかを予測
しながら、基本の HTML と CSS を決めなくて
はいけません。設計が進むに従って当然変更も
出てきます。ほぼ同時進行で開発も動いている事
が多いので、修正は最小限に抑えるために、見た
目の要素は全て CSS ファイルに記述して、
HTMLのソースは極力シンプルに組んでいきます。

　私の所属するデザインチームは、アイロベック
スがシステム開発会社ということもあって、業務
システムの画面デザインも手がけています。そこ
にWeb制作だけ、システム開発だけの会社とは
違う利点があります。

　システムの画面は大きく分けると、項目を入力
したり選ぶためのテーブル、その結果を表示する
テーブル、アクションを起こすためのボタンにな
ります。この 3 つの要素をひとつの画面に表示し
た場合、ユーザーが直感的に動けるのが理想です。
　ボタンを例にあげると、「一覧に戻る」「クリア」
等の取消系は画面の左側、「登録する」「検索す
る」等のアクション系は画面の右側に配置し、色
も控えめなもの、パッと目に入るものと区別して、
次の動作への移行をスムーズにします。

　8/26(月 )に、Googleのタブレットの新型Nexus7の発表会が
行われました。国内販売は 8/28( 水 ) とのことです。お値段は
16GB版が 27,800円、32GB版が 33,800円とのことです。旧型
Nexus 7 は 2 万円弱で購入できたことを考えると、若干割高感を
感じますね。
　一体何が変わったのか、簡単にご紹介しようと思います。まず第一
は、軽く、薄くなったという点でしょう。Nexus7(2013)は、Nexus7
(2012) と比べ、50 グラムほど軽くなり、285g とかなり軽量。
Nexus7(2012)は普段使っていて、片手で長時間持っていると腕が
疲れることがありましたが、新型にその心配は無さそうです。

iPad mini が約 300gなので、ようやく同じくらいの重
さになった訳ですね。
　さらに、解像度が1280x800から1920x1200
に増えたほか、Nexus7(2012) ではオミットされてい
たアウトカメラも搭載されました。
　Nexus7(2012) では､iPad mini と比べて見劣りす
る部分があり周囲に勧めづらかったのですが､ようやく
遜色ないスペックになったと思います。

フラットデザインを取り入れた業務システム
「Xmanage」を現在開発中です

　現在作成中の販売管理システム「Xmanage」で
は、「HTML5」、「CSS3」とWindows8、iOS7で
も採用された「フラットデザイン」を採用しました。
グラデーションやシャドウを多用しないで、シンプ
ルな色や形を使用する「フラットデザイン」は、デザ
イナーの作り込みに頼る必要も無いためデザイン
のテンプレート化とも言えます。個々の画像ファイ
ルのサイズも軽いため、業務システムのデザイン向
きですね。
　また、HTML5 と CSS3 を組み合わせる事で、
テキストフィールドのフォーカス時に背景の色を

変えたり、記入例をシャドウテキスト
で入れたり等、入力ガイドとしての
機能も簡単に実装できました。
　さらに、「Xmanage」はタブレッ
ト対応のため、javascriptを利用し
て、Facebook でお馴染みの右上
部のボタンを押すと、画面が左側に
スライドしてメニューが現れるという
動きも入れました。
　業務システムの画面は、古いOSやブラウザへの対応もあって、すぐに新しいものを取り入れ
るというのは難しい部分もありますが、毎日使うものだからこそ、楽しい気分にさせてくれるもの
を心掛けています。
　「Xmanage」に興味を持たれた方は、ぜひアイロベックスまでご連絡ください。

　こんにちは一柳です、猛暑も一段落しましたがまだまだ蒸し暑いこの時期。みなさんはどうお過
ごしでしょう？アイロベックスでは猛暑を乗り越えるべく暑気払い会が行われました。私は今回
初参加かつ幹事側なので、気分は楽しさ半分不安半分の参加でした！今年の暑気払い会の流れは、

乾杯→私の一発芸→ゲーム→締めという構成となっていました。「私の一発芸」が目立ちますね！結
果としては、参加者のほとんどは酔っぱらっていたので猛暑を吹き飛ばす、極寒の一発芸でも勢いでどうにか
なった ... なったハズです。
　アイロベックスでは宴会の店選びで苦労してきた経験を元に失敗しない店選びのマニュアル“ アイロベッ
クス飲み会幹事「心得集」”を作成しました。お店選びの際にお役に立てると思いますので、気になった方は同
封の“アイロベックス飲み会幹事「心得集」”を読んでみてください！

総括

暑気払い会やりました！ システム開発事業部　一柳　高志

乾

社長のひとこと 脳波トレーニングの
技術者認定の試験に合格

代表取締役社長　杉山 淳子
教育担当者 Jennyと撮影！

　不安、ストレス、鬱、睡眠障害、PTSDに効果が
あるという脳波の最適化システムに興味を持った
ことで、サービス提供者として技術者認定を受け
たいと思い立ちました。

　ところが、日本に支部は無く、アメリカ本土に
行って教育と試験を受ける必要があるのです。か
つ、その前に４週間のオンライン教育を受ける必
要がありました。思い立ったのが７月ですが、なん
とか夏の間に取得したいと思い、勉強漬けという
より、英語漬けの毎日でした。火事場の馬鹿力じゃ
ないですが、オンサイト（現地）教育スケジュール
の日程が決まっていなければ、そして、逆に余裕が
ありすぎても、絶対に頑張れなかったと思います。
プロジェクトで培った PDCA やトラブル収集能力
をフルに使いました。

タブレットスタイルで直感的に使いやす
く、わかりやすい

　タブレットスタイルで使用できることが
メリットです。家庭で使うには使いやすい
ですが、仕事ではあまり使う機会がない
かもしれないですね。

　また、スマートフォン世代が初めてパソ
コンを使う場合に馴染みやすいという点
でしょうか。スタート画面はスマートフォ
ンのホーム画面に似ていますし、タッチパ
ネルで操作できるのもスマートフォンらし
いインターフェースです。

Windows8.1 Previewについて

　Windows8.1 Preview を早速インス
トールしてみました。事前の情報通り、タ
スクバーの左にスタートボタンが設けら
れているなど、Windows7 以前のユー
ザーを意識した改善がされています。

　今後も徐々に改善され、今冬に正式リ
リースとなるようですが、Windows7 以
前のユーザーもうまく溶け込めるように
なっていることを期待しています。

慣れるまでは少しむずかしい

　デメリットは、今までの慣れが通用しな
い点です。親しみやすい構成であれば良
いのですが、スタート画面を見ただけで
拒絶反応を起こした人もいるようです。

　スタート画面もカスタマイズできます
が、仕事で使っているハードユーザーでな
いと、ハードルが高く感じるはずです。もう少
しカスタマイズも、しやすい配慮があれば
良いという印象を受けました。

　あくまでも、今までの慣れが通用しな
いということですので、改めてWindows8
に慣れさえすればクリアなのかもしれま
せん。

これからの WindowsOS の基盤となるであろう
Windows8を知っていくには最適の機種
　Windows8 は今までの慣れが通用しないことが大き
なポイントになりますが、新たな挑戦ということではアリ
だと思います。ただし、OSの入れ替えを考えているお客
様への提案ということではWindows8 は積極的におす
すめできる状況ではありません。それぐらい慣れるまで
には時間を要するなどといった点から、これまでの慣れ
が通用する Windows7 にした方が無難という判断に
なってしまいます。
　いずれにしましても、今後のWindows OSの基盤と
なるはずですので、システム開発に従事する方たちは一
度 Windows8 を使用してみて今後どういうことに気を
付けなければならないのか（特にインターネットブラウ
ザ）を確認してみると良いと思います。

　はるばるアリゾナのスコッツデールに来てから
は、何が何でも合格せねばと研修室以外はほとん
ど寝ないでホテルで勉強の１週間でした。周囲の
協力や支援、日本の皆さんだけでなくアメリカで知
り合った若い人達のおかげで無事、合格しました。
学べば学ぶほど凄いシステムであることがわかっ
たことで、より「やる気」に繋がりました。
　９月から、トレーニングを始めますが、この記事
や私のブログで順次、皆さんにご紹介していきた
いと思います。睡眠障害の劇的な緩和だけでなく、
共感力、創造力、集中力、幸福感が高まったりする
効果もあるトレーニングです。ぜひ期待ください。

▲ WEBコンサルティング事業部　左から川本、橋本、山田


