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～みんなの思いを届けます～

毎月第3金曜日はMIGNAVIの 日!!

■セッション概要
ジャストオートリーシング様では、自動車リース情報提供サービス「J-line」を2001年よりインターネットで自
社のお客様へ提供されています。
これまで「J-line」は、PCサーバーをDBとしたJavaでの開発を外部委託されていました。
今回「J-line」の再構築にあたり、IBM i で基幹システムのDBの統合と自社でも開発メンテナンスを行える
ようにすることを目的として、JACi400・Delphi/400を導入されました。
導入効果として、当初の目的と共に開発/運用工数の大幅な削減を実現することができました。

■お客様事例紹介
株式会社ジャストオートリーシング様
『JACi400・Delphi/400連携による　WEB化自動車リース情報提供サイト「J-ｌine」 構築事例の紹介』

株式会社ジャストオートリーシング様
『JACi400･Delphi/400連携によるWEB化　自動車リース情報提供サイト「J-line」 構築事例の紹介』

株式会社ジャストオートリーシング
リース営業部　営業課
課長　中野 敦夫　様

◇お　客　様　事　例　紹　介◇

6月11日（木）、日本IBM渋谷マークシティウエストにて『ミガロ.
テクニカルセミナー』を開催しました。
今回のセミナーでは、事前にお客様よりご希望の技術テーマを
募っていました。その結果をセッション内容に反映し、前回より
更に内容を向上させたプログラムテクニックや技術情報をお届
けしました。今や恒例となったお客様事例紹介も含め、
当日の様子をご紹介致します。

代表取締役社長　　上甲 将隆

＜＜セッションガイド＞＞
◇ご挨拶◇

◇事例セッション◇
JACi400・Delphi/400連携によるWEB化
自動車リース情報提供サイト「J-ｌine」
構築事例の紹介
・株式会社ジャストオートリーシング
　リース営業部  営業課　課長　中野 敦夫　様

◇テクニカルセッション◇
Delphi/400開発ノウハウお教えします
現場で培った開発手法公開
・システム事業部　システム3課
  担当課長　尾崎 浩司

知って得する！ヘルプデスクが答える
Delphiテクニカルエッセンス4.0
・RAD事業部　技術支援課　課長　吉原 泰介

◇ご　挨　拶◇

松尾課長（担当SE）よりコメントを頂きました。

当時の開発を思い返しながら講演を聞いていましたが、
「開発当初の目的を全て達成できた」という言葉が聞け
て、とても嬉しかったです。同時にJACi400でもっと多くの
お客様の役に立つWebアプリケーションの構築を行って
いきたいと思いました。
ジャストオートリーシング様には、開発時も大変お世話に
なりましたが、今回もご多忙にもかかわらず講演をして
いただき大変ありがたく思っています。この場を借りて
改めて御礼を申し上げます。



書き込みがまだまだ少ない!笑 何故でしょう?私の考えが
至らなかったり、あまり共感されなかったのかもしれません。
でもやめる気など、全くありません!“小さな気づきの共有”は、必ず
大きな価値を生み出します。実際、良い形で実現する例も出てきま
した。“たった3ヶ月”で、この成果は嬉しい限りです。本当の効果は、
1年後ぐらいに出ますので、是非これからも活用して下さい!

【ルール】
●「質より量」：たくさん出そう!

●「簡単に」：気づきは簡単でOK! ●「批判無し」：他の意見の否定はしない!

●「即行」：気づいたときにすぐUP!

●「便乗歓迎」：似たアイデアでもOK!

　皆さんで”活用”
　　していきましょう!

☆～発案者が語る、現在の思い～☆

かんたんプロフィール
◆ミガロ.歴
　入社して14年と3ヶ月
◆好きな食べ物
　ラーメン
◆似ている芸能人
　ナインティナインの矢部
◆持ち歌
　飛鳥のエピローグ

「提案活動をするのに一番欠か
せないことですね。業務知識
は、しっかりと身に付けていきま
す!」
「がんばってこれからのミガロ.を
作っていってな。」
「ありがとうございました。では次
の質問に入らせて頂きます。
今年でミガロ.も19期を迎えまし
たが、この会社の強みは何だと
思いますか?」
「う～ん、なんやろう?（笑）いっ
ぱいあるけど、一番の強みは
やっぱり『人』なんちゃうかなぁ。
ミガロ.社員みんなでがんばって
きたから今があるわけやしね。」

「私もそうだと思います。」
「ミガロ.のSEはお客様の信頼も
しっかり勝ち取ってるし、仕事の
依頼を名指しでされることもある
んやで! 」
「そうなんですか! それは初めて

知りました。みなさんの誠実な対
応がお客様の心をつかんでいる
んですね。」
「それでは最後の質問です。
お客様と接する上で、普段から
心掛けていることはありますか?」
「常にお客様の信頼を得られる
ように行動することは心掛けてる
よ。」
「具体的にはどういったことをされ
ているのでしょうか?」
「お客様が抱えている問題に対
して的確な答えを返すことかな」
「それって難しいですよね。」
「難しいよ。でも、さっきも言った
けど信頼を得るにはやっぱりお
客様の業務をしっかりと理解して
いないとね。」
「肝に命じておきます。」
「あとは理解したつもりにならな
い、ということかな。一般的な知
識を知っていたしても、お客様独
自のやり方というものがあるから、
あたりまえのことでも全部聞くよう
にしてるよ。」
「本日は大変勉強になりました。
インタビューにご協力頂き、あり
がとうございました! 」
「ありがとうございました。」

岡林（以下 岡）：
「今回でMIGNAVI社員特集も最後
となります。ラストを飾るのはシステ
ム事業部3課の長、小牧課長です!
宜しくお願い致します! 」
小牧課長（以下 小）：「宜しくお願
いします。」

「それでは、ちょっと息抜きに
小牧課長のプライベートに迫り
たいと思います! 」
「え～、答えられる範囲なら答え
るけど…」
「まあ、そう言わずに教えてくだ
さいよ～。休日はどんなことをさ
れているんですか?」
「休日は完全にOFFの状態に
なるね。奥さんにもOFFすぎ
るって注意されるくらい。」
「基本的にのんびり過ごされて
いるんですね。お出かけしたり
はしないんですか?」
「中学生の娘がもう相手をしてく

れなくなったからな～。たまに
奥さんと買い物にいったりはす
るんやけどね。」
「奥さんと仲がいいんですね～
普段お酒は飲まれたりするんで
すか?」
「お客様と行く機会は多いよ。
金銭的に厳しい時はカラオケで
済ますけど（笑）」
「なるほど、カラオケはけっこう
お好きなんですか?」
「昔はよく社長と行ってたよ。」
「事前質問にて、持ち歌を教え
て頂いたんですが、この曲を選
んだ理由を教えてください。」
「一番好きやし、歌いやすいか
らかな。バラードやしね。」

「小牧課長の歌すごく聴いてみ
たいです。今度ぜひご一緒させ
てください!」
「…（沈黙）え～と質問は終わり?
お疲れ様でした～（笑）」
「ありがとうございました! カラオ
ケの件は忘れないでください
ね。」
「お疲れ様でした～」
「スルーですか…（泣）」

「では、さっそく質問に入らせて
頂きます。
今、ミガロ.では若手メンバーが
かなり増えてきました。今後、若
手メンバーにはどうなっていっ
てほしいですか?」
「お客様の信頼を得て、どんど
ん親密な関係を築いていって
ほしいかな。」
「なるほど、お客様あっての会
社ですもんね。お客様の信頼
を得るには、どうすればいいい
ですか?」
「まずは業務知識をしっかりと
身につけることやね。お客様に
システムを提案するときに、業
務をしっかり理解していないと
お客様も不安になるし、結果信
頼を失ってしまうからね。」
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～やっぱり『人』～

～ちょっと息抜き～
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◆今回のテーマを選んだ理由は何でしょうか?
ミガロ．製品をご利用になられているお客様に､システム事業部が､Delphi/400を使用した多様
な受託開発案件に取り組んでいることを､ご紹介できれば良いと思い､今回のテーマを選定い
たしました｡GUI案件でもWEB案件でもDelphi/400がとても有用な開発ツールであることをアピ
ールすることができると思い、具体的な開発手法をご紹介する内容にしました。

■お客様事例紹介
株式会社ジャストオートリーシング様
『JACi400・Delphi/400連携による　WEB化自動車リース情報提供サイト「J-ｌine」 構築事例の紹介』

◇テ　ク　ニ　カ　ル　セ　ッ　シ　ョ　ン◇
テクニカルセッション講師担当の尾崎課長､吉原課長からコメントを頂きました

システム事業部
システム３課

担当課長　尾崎 浩司

◆準備や発表の時に､工夫した点､苦労した点は何でしょうか?
今回、システム事業部の案件の中から技術トピックをご紹介するということは、早い段階
で決められていたのですが、発表内容の構成をまとめるのに苦労しました。技術論のみ
に終始せず､なぜその技術を使用したかという事例の紹介も行うことで、『Delphi/400で
こんなこともできるのか』と興味をもっていただける内容になるよう工夫しました｡

◆お客様の反応や手ごたえは如何だったでしょうか?

ほぼ満員の会場での発表であった為かなり緊張しましたが、お客様の反応がとてもよく、
気持ちよく発表することができました。講演後、『今日の内容を元に実際に利用して
みたい』というお客様の感想をお聞きすることができたのが、とてもうれしかったです。

◆今回のテーマを選んだ理由は何でしょうか?
今回のテクニカルセミナーでは、過去参加のお客様に事前アンケートを行いました。
その回答に基づいて､興味をもって頂けそうなテーマ（ClientDataSetやCSV,Excelなど）
を選んでいます。

◆準備や発表の時に､工夫した点､苦労した点は何でしょうか？
セッション資料や持ち帰りサンプルには特に気を配りました｡参加されたお客様が持ち
帰った後､自分のプログラムに組み込むことができる様に､実装手順などを画面付き
でできるだけ詳しく記載しました。

◆お客様の反応や手ごたえは如何だったでしょうか?

IBM i 上のQRYを利用するトピックが実用性も含め､一番興味をもってもらえたよう
でした。またADOでExcelを利用するトピックはセッション終了後いくつも質問があり、
実現したいと思っていた方が多かったようで情報提供することができて良かったです。

RAD事業部
技術支援課

課長　吉原 泰介

　◆『今日のお仕事気づき日記』とは?
「みんなの気づきをミガロ.の栄養源に! 」このテーマで開設された新しいスタンスの
掲示板です。今まで隠れていたような、一人ひとりが感じている様々な思いを受け
 止め、ミガロ.自体をより強く･より過しやすくする”アイデアの宝箱”になるのが
　　目標です。岩田さんの発案から6月で、開設3ヶ月目突入です!

システム3課の課長を務め、
システム事業部の稼ぎ頭でもあ
る小牧課長は、普段は気さくで
社内に活気を与えている。
数多くのお客様と密接な関係を
築かれ、会社とお客様を繋ぐ、
ミガロ.になくてはならない存在。システム事業部3課

　　　　　課長　小牧 通浩
システム事業部3課
　　　　　課長　小牧 通浩



今月のつぶやき

アイスの
美味しい季節♪

by岡林

暑さとの勝負!!
        すでに負けそうです...
　　　　　　　By廣瀬

清水さんの扇風機､
壊れたそうです｡

byＳ水

社内クールビズ開始!
今年はポロシャツ買います。

ｂy薬師

毎月MIGNAVIをご覧頂きありがとうございます。
今月は東京でのテクニカルセミナーご紹介を皮切
りに、ミガロ.に新しい風を吹かせた『今日のお仕事
気づき日記』をご紹介。そして小牧課長インタ
ビューは、普段見られない小牧課長の姿を見るこ
とができます。その他、新入社員初心表明、
Migaro.Shine's favorites等、魅力的な記事が
満載です。ぜひお楽しみください。
MIGNAVIも次回でついに最終号を迎えます。
最終号企画も鋭意進行中ですので、お楽しみに!!

あとがき

～一人前の技術者～
5年後の自分は､まだはっきりとは想像できていません。
どちらかというと､不安な所だらけです｡ですが､大学
時代にプログラミングの経験があるので､技術力では
同期の2人に負けたくありません。今､研修で習っている
ことを､存分に活かして活躍しているSEになっていたい
と思います｡

Q３　5年後の自分はどうありたいですか?

入社して､2ヶ月が経過し､新入社員のみなさんも少しは
会社に慣れてきたのではないでしょうか?
今月の新入社員初心表明はシステム事業部
システム1課の佐田さんです! どうぞ､ご覧下さい。

Q２　社会人として今の目標は何ですか?

～自立すること～
今までは､食事の準備や家事などは全て､親に頼って
ばかりの生活でした。家事を手伝うことも少なかった
ので､まずは身近な所から変えていきたいと思います｡
学生気分を捨て､規則正しい生活習慣を身につける
ことと､自分に足りていないものをしっかりと見つめ直し､
早く一人前の社会人になることが目標です｡

Q1 自分の一番輝いていた頃はいつですか?

～輝かしき小学生時代～
小学生の頃､ピアノ教室に通っていました｡毎年､地元
の発表会の舞台に立ち､ショパンやドビュッシーの曲を
演奏していました｡また､地元の地区で2位になるぐらい
勉強も頑張っていました｡公文の教室に通い､算数と
国語では2学年以上先の内容を学習していました｡その
甲斐あり､学校のテストでも100点満点の連続 でした。

襟に
　注目!

仕上げ♪仕上げ♪

　　　　＊干すときのワンポイント!!＊
　　ハンガーは肩に厚みのあるものを選択。
 また、逆さに吊るすバンザイ干しもシワや
　　型崩れが少なく仕上がりますよ!

細かい部分から
　　　　　スタート!!
細かい部分から
　　　　　スタート!!

シャ
キ
ッ
!!

シャ
キ
ッ
!!

突然ですが、皆さんはYシャツのアイロンがけをしていますか?
しっかりアイロンがけされたシャツを着ると、気持ちが引き締まります!
今回は、いつも欠かさずアイロンがけをしている私、廣瀬がアイロンの
かけ方についてご紹介します。普段アイロンがけをしないという
Ｓ水さんのシャツの変化に注目してみて下さい!!
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