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　 リクエストもお待ちしております！

2008年1月15日、ついにミガロの新製品「ST/400（正式名称：Simple Transfer/400）」を発売し
ました。今回はそのST/400を開発したメンバーに集合してもらい、開発者の気持ちに迫ってみ
ました！製品についての詳細は、ミガロホームページで公開しているバックナンバーの
MIGZINE Vol.6、もしくはミガロホームページの製品情報をご覧下さい。

質問1）いよいよ製品化されました。今、振り返ってみてどう思いますか？
スケジュールの厳しい中、便宜を図っていただいた関係者の方や、通常手がける業務アプリケーションとは違う面倒
な開発に苦戦した開発メンバーに感謝したいと思います。
質問2）ST/400完成まで、一番の苦労点はどこでしたか？
パッケージソフトであるという点です。
受託等の開発であれば、ご利用いただくOSやミドルウェアのバージョン等は確定できるのですが、そういうわけにい
かないので、開発はもとより様々なテスト環境の作成が必要でした。
質問3）この製品をお客様にどのように使ってもらいたいですか？
機能を非常にシンプルなものに絞り込んでありますので、簡単に利用できると思います。
もしご要望がありましたら弊社までご連絡いただけると何らかの形で反映させることができるかも知れませんので、
是非お願い致します。

質問1）いよいよ製品化されました。今、振り返ってみてどう思いますか？
製品の開発に携われてとても嬉しく思います。また同時に責任も感じています。
仕様部分からマニュアル作成まで、今回色々なことに関われたのがすごくいい経験となりました。今はこの製品でお
客様に便利と感じてもらえることを祈っています！

質問2）どんなプログラムを担当しましたか？そこでの苦労点は？
私は「クライアント情報管理」と「紐付け管理」、他に全体のデザインの統一を担当しました。苦労点は、どんな動き
なら一般的に使いやすいか話し合いながら進めたことだと思います。皆さんに助けていただきながらでしたが、完成
して実際に動いたときは感動的でした！

質問1）いよいよ製品化されました。今、振り返ってみてどう思いますか？
製品開発に携わることができ、とてもうれしく思っています。
製品化までにはいろいろありましたが、その分愛情も並々ならぬものがあります。
みんなで頑張って開発したST/400をどうぞよろしくお願い致します！！！
質問2）どんなプログラムを担当しましたか？そこでの苦労点は？
ファイルダウンロード機能のプログラム開発を担当しました。
見た目では一番地味な部分（『ダウンロード中』の画面です…）かと思います。
ST/400がお客様のところでダウンロードされているかと思うと、感動です！！（地味に…）

質問1）いよいよ製品化されました。今、振り返ってみてどう思いますか？
一部ですが自分自身が作ったプログラムが市場に出回ると思うと、
不安と達成感の狭間にいて不思議な感じがします（苦笑）
振り返ると様々な方に助けていただいてやっぱりミガロは良いなと思いました。
質問2）どんなプログラムを担当しましたか？そこでの苦労点は？
私が担当したのはファイルグループ管理とシステムアイコンの作成です。
苦労した点と言えば、ファイルグループ管理は仕様が二転三転と変わった事が大変でした。
アイコンの作成は自称ドッターの私なので苦労しなかったです（笑）

質問1）いよいよ製品化されました。今、振り返ってみてどう思いますか？
製品の開発に携わったのは全くの初めてで、どこをどう作成していけばよいのかアレコレ悩みました。利用されるお
客様全ての環境を想定しBetterでなくBestな作りになっています。
リーダーの小杉主任をはじめ、開発メンバーには仕様、プログラム、テスト、ドキュメントまで多くの助力を頂きまし
た。ありがとうございます！
質問2）どんなプログラムを担当しましたか？そこでの苦労点は？
主にファイルアップロード画面、クライアントグループ情報保守画面です。
途中クライアントグループ情報保守画面では当初想定していた画面では操作しずらかったので、レイアウト、操作方
法が大きく変わりました。ほぼ一から作り直した、といった点で時間がかかってしまい苦労しました。

自信をもって送り出します！！

仕様やコンセプトを

簡単で便利な『ST/400』をこれからよろしくお願いいたします！（開発者一同）

プロジェクトリーダー

小杉主任

ツリー表示で魅せる！

宮坂さん

ダウンロードの鬼

田村さん

ドット職人

福岡さん

デザイン監督

岩田さん

メンバーが一から考えた

大変でしたが、頑張りました

若くて元気なメンバーが

スムーズにいかないこともあり

負荷テスト中。
真剣です。

MIGARO+MAGAZINE+人=MIGZINE
MIGZINEはミガロの人が見えるマガジンです



鶴巣　博行　（つるす　ひろゆき）
RAD事業部技術支援課　課長
平成14年入社のベテラン社員。昨年、シ
ステム事業部からRAD事業部へと移っ
た。普段からやさしく、部下を育てるのが
うまいとみんなから慕われている。

MIGZINE社員特集第2弾は鶴巣課長
をクローズアップ！！
ミガロのベテラン組です。新しくミガロ
に入った方も、今までよく知っている
方も、この社員特集で改めて鶴巣課
長のことを知ってください。
知らない一面が見つかるのではない
でしょうか？

MIGZINE副編集長岩田（以下 Ｉ）、アドバイザー宮坂（以下Ｍ）「今回は社員特集第2
弾！のインタビューをさせて頂きます！よろしくお願いいたします！」
鶴巣課長（以下Ｔ）「よろしくお願いします」

Ｉ 「今回の社員特集は鶴巣課長に選ばれましたが、お気持ちはいかがですか？」
Ｔ 「いつかはくるだろうなと思ってました。頑張っている社内報チームには出来る限り協
力したいと思っています」
Ｉ 「ありがとうございます！！今回も色々教えて下さい！！」

Ｉ 「それでは、まずは定番質問からです。『もしも無人島に暮らすことになったらこれだ
けはもっていくぞという持ち物は！？』なんでしょうか？」
Ｔ 「んーーー難しいなぁ。一つだけやんな。難しい、うーんむずかしいなぁ…」
Ｉ 「青木さんはピアノって答えられていましたね。趣味とかで絞ってもいいかもしれない
ですよ」
Ｍ 「大スポとかどうでしょう？」
Ｔ 「（競馬の）中継きかれへんしな。（笑）うーんひとつだけかぁ。むずかしいなぁ。全然
思い浮かばないな」
Ｉ 「意外と難しいですよね」
Ｔ 「んーーーナイフかな、理由は聞かないでね」
Ｉ 「サバイバル的な感じですね」
Ｔ 「まぁ･･･いざとなったら命も消せるからね…」
Ｉ,Ｍ 「なるほど、そういうことですね（笑）」

Ｍ 「そういえば、競馬場で松尾さんとばったりお会いしたそうですね」
Ｉ 「すごい確率ですね！」
Ｔ 「でも松尾さん京都のときは毎週いってるらしいから」
Ｉ 「そうなんですか！？（笑）　そういえば、以前やっていたパチンコはやめてしまった
そうですが、何故でしょうか？」
Ｔ 「奥さんからどっちかにしてって言われて」
Ｉ 「そこで何故競馬を？」
Ｔ 「競馬のほうが健康的だから。パチンコは座ったままだし空気悪いしいいことない
よ。競馬場なら馬がいっぱいいて子供も喜ぶしね」

Ｔ 「あと競馬はこだわりがでるからね。俺は４コーナー前かな。松尾さんはゴール前み
たい」
Ｍ 「私も４コーナー前ですね」

Ｉ 「今旬な馬とかいましたら教えてください」
Ｔ 「若干遠ざかっていたからわからないかな、春にかけていろいろ見極めていきたい
ね」
Ｍ 「騎手で選んだりもします？」
Ｔ 「武、安藤、（副編集長と）同じ名前だけど岩田。この3人から買っておけば間違いな
いかな！」
Ｉ 「結構穴狙いになるんですか？」
Ｔ 「だね、割と穴狙いで（笑）」
Ｉ 「 近万馬券をとったみたいですが」
Ｔ 「ちょっと前だけどね。１～２年前くらいかな」

Ｉ 「この時期はフェブラリーステークスがあるんですよね」
Ｔ 「もうすぐだね。2月の24日かぁ」
Ｍ 「今年初のG1！がんばってくださいね！」

Ｉ 「ではここからは事前にお聞きしていたことについ
て質問させてください。まず鶴巣課長の現在の『趣
味』ということで、競馬をされているそうですね。ミガロ
では有名ですよね」
Ｔ 「あれー有名じゃないよ。松尾さんぐらいじゃない
かなぁ」

マネキンと瑞貴ちゃん

Ｉ 「話は変わりますが、お子さんを可愛がられているそうですね。事前質問でも『精
一杯可愛がってやりたい』とおっしゃっていましたが、それは毎日帰るのが楽しみです
ね」
Ｔ 「 近口が悪くなってきてねぇ。パパ、パパいってくれるのが今のうちだからねぇ」
Ｍ 「お兄ちゃんが少年野球をされているそうですが、目指してる選手とかいるので
しょうか？」
Ｔ 「いやぁ・・・へたくそやねん。友達がやってるからそれについてやってるって感じ
かな。でも楽しんでるみたいだからいいと思うな～。だから目指してる選手とかはいな
いと思う」

Ｉ 「お子さんと撮られてる写真とかお持ちですか？」
Ｔ 「ほとんどお姉ちゃん（瑞貴ちゃん）のほうばっかり撮ってるなぁ」
Ｔ 「マネキンと一緒に写真を撮るのが趣味みたいで、マネキン見つけては撮ってくれ
～撮ってくれ～言われるんだよね。もうその写真ばっかりで（笑）」
Ｉ 「何か1枚でもいいのがあればいただけないでしょうか」
Ｔ 「あ　これならいいかも」
Ｍ 「可愛いですね～、マネキンと手つないでるところが特に」
Ｔ 「これが趣味やねん（笑）」
Ｉ 「この写真いただいてもよろしいですか！？」
Ｔ 「おっけ～！」
Ｉ,Ｍ 「ありがとうございます！！」

Ｉ 「それでは、 後にMIGZINE社員特集でお決まりの
心理テストコーナーに入って行きたいと思います！！
では1問目『「火事だ！」という叫び声で目を覚ますと、
まわりは火の海！何かひとつだけ持って逃げるとしたら、何にしますか？』」
Ｔ 「子供」
Ｉ 「あ、選択式となっております（笑）A. 洋服、B. 思い出のアルバム、C. 貴金属や宝
石箱、D. 株券の入った箱、E．食べ物からならどれでしょうか？」
Ｔ 「こういうのってパッと選ばないといけないよね～。迷ったときはBって決めてるか
らBで！」
Ｉ 「 初にお答えいただいた子供に一番近いのもBですもんね。では答えを発表しま
す。このテストでわかるのは『金銭願望、金銭感覚』です。あなたが何にもっとも価値
を置くかによって深層心理を知るものです。Bを選んだ方はとても家族・恋人思いで、
誕生日やクリスマスのプレゼントには、手間やお金を惜しまないタイプ。しかし、日常
生活では倹約家で、やりくり上手。きちんと貯金もするタイプです。当てはまったでしょ
うか？」
Ｔ 「ん～微妙やなぁ。結婚前はちゃんとなんぼってきめて貯金してたけどね、今はお
財布の中身は全部つかっちゃう」
Ｍ 「ギャンブラーですね（笑）」

Ｉ 「では続いて2問目『久しぶりに動物園に出かけたあなたは、大はしゃぎで写真を
撮りまくりました。さて、あなたが撮った写真の中で一番キレイに撮れていたのは次の
どの写真だったでしょうか？A. 芸をする象、B. 愛嬌ふりまくパンダ、C. 踊っているよう
に見えるフラミンゴ、D. 迫力のニシキヘビ」
Ｔ 「うーん…困ったときはBで」
Ｉ 「分かりました（笑）　このテストは写す動物によって『今一番大事なこと』が分かり
ます。つまり、あなたが今 優先に考えていることが見えてきますよ。Bを選んだ方が
一番大事に思っているのは、『家族』のことです。パンダが意味する熊は家族愛の象
徴と言われています。一緒に暮らしている人はもちろん、一人暮しの人も遠く離れた
家族のことをいつも忘れずに思っているはずです」
Ｔ 「いいんじゃない？（笑）」
Ｉ 「なんか1問目と一貫性ある答えでしたね」
Ｔ 「うんうん」

Ｉ,Ｍ 「インタビューは以上になります
今日は鶴巣課長のことをもっとよく知れるいい機会をありがとうございました！！」
Ｔ 「こちらこそありがとうございました」



2008年度も新しい委員長が決定しました。そして今現在、各委員会では様々な活動が繰り広げられています。
今回は立候補より決定した5名の委員長のみなさんに2008年度委員会活動の意気込みをうかがってみました！！
委員長の秘めたる思いとは・・・。
2008年度の各委員会メンバーに選ばれたみなさん、各委員長の思いをみんなで実現していきましょう！！！

今期もよりミガロを盛り上げていきますので、よろしくお願い致します。

ミガロの委員会はこんな思いから誕生しました♪

　　　　　　　☆相互理解のため部門間の枠をこえたチーム編成☆
　　　　　　　　　☆若手にもリーダーシップを発揮できる場を☆
　
つまりミガロの委員会はミガロ社員みんなでミガロをより良くしていくため
の活動を行っていくのです。

去年のスローガンになりますが、委員
長としてリーダーシップを発揮し、皆が
この委員長についていくぞ～！！って
思ってくれるような委員長になりたいで
す（笑）

委員会を決定する時に部長が、「過去の委員会で行われてきた事は、
今のミガロ社内でも皆に使われています」という言葉を受け、今期委
員会でも後に「ミガロ社内でこのルール化やシステムを作ったのは
2008年の事務処理標準化委員会なんだ」と言われるような委員会に
したいです。

2008年度マナー向上委員会の委員長を
務めさせて頂きます！よろしくお願い致
します！！
社会人生活の長い方も短い方も、「マ
ナーってなんだろう」というのを再度考え
てもらえるような活動を行っていきます。

既に皆さんそれぞれが考えるマナーがあると思いますので、『マ
ナー』って他の方に言われるとなかなか受け入れにくいものだと思い
ます。
そんな中で、いろんな角度から皆さんにマナーについて問いかけられ
るような刺激ある委員会活動を行っていきたいです。

今まで「長」の付く存在になった機会が
少ないので、今期は失敗も含めて色々
な経験をしたいなと思います。全力でい
きます！吸収しますのでどなたでも遠
慮なく、アドバイスしてください！！

当委員会スローガン「わくわくチームワーク♪」に沿って、皆さんがわく
わく楽しめる活動を実現したいと思います！今年は今年の委員会メン
バーの色を出して、ミガロを盛り上げていきたいと思います！！わくわ
くドキドキ♪

委員長になったばかりでまだまだ未熟
者ですが、いろんな意見聞いていきな
がら、少しでもより良くなるように進め
て行く所存です。
協力し助けてくれる皆様にはいつも感
謝しております。

委員会のメンバーと共に「どうすればもっと良くなるのか？」を問いか
け、「何をしていくか？」を考え、「 低何か1つ形になるもの」を創って
残していきたいです。

質問1）ずばり！委員長になっ
た意気込みは？

質問1）ずばり！委員長になっ
た意気込みは？

質問1）ずばり！委員長になっ
た意気込みは？

質問1）ずばり！委員長になっ
た意気込みは？

質問1）ずばり！委員長になっ
た意気込みは？

やる気まんまんです！
リーダーシップを発揮し、東京オフィス
をより働きやすく、楽しい雰囲気作りを
していきたいと思っています。
委員会のメンバーのみなさん、よろしく
お願いします！！

我々の委員会のスローガンは「意識向上」です。
東京オフィスの全般的なことをみんなで行っていくために、みなさんの
意識を高められるような活動を行っていきたいです。
今一度原点の原点に戻る、「みんなでがんばろう」な活動が出来る委
員会が目標。

質問2）あなたは担当になった委員会をどんな委員会にしたいと考
えていますか？

質問2）あなたは担当になった委員会をどんな委員会にしたいと考
えていますか？

質問2）あなたは担当になった委員会をどんな委員会にしたいと考
えていますか？

質問2）あなたは担当になった委員会をどんな委員会にしたいと考
えていますか？

質問2）あなたは担当になった委員会をどんな委員会にしたいと考
えていますか？

福岡さん 田村さん 奥村さん

岩田さん 松村さん



いつもMIGZINEをご愛読いただきありがとうございます。
トップは「ST/400」について、2ページ目は鶴巣課長の社員特集、3ページ
目は委員会、ラストは東京グルメツアーと今回も内容盛りだくさん。年が明
けて、新委員会や新製品の発売など、新しい空気が流れ始めております。
WEBにてご意見ご要望を受け付けておりますので、どしどしお寄せ下さ
い！！
今回も皆様にご協力いただきまして、ありがとうございました。連載中の
『THE ミガロの軌跡』　危機脱出！？気になる次の展開はVol.8で！

■松村編集長

東京特許許可局を完璧に
言えません・・・
もう大人なのに・・・

■岩田副編集長

ついに初マラソン（10キロ）完走
しました！
次はハーフマラソンを予定！？
同士随時大募集！
詳細は岩田まで！！

■畑中アドバイザー

デスクトップの画像を替えてみ
ました。購入するまで見て楽し
みます！
　　この「カリモク60」を！！
やっぱ、モケットグリーン♪♪

■宮坂アドバイザー

普通二輪の免許
を取得中です。
教習中はこんな
格好ですハイ。

…どこ掃除すんねん！！

MIGZINEは
毎月15日発行です。
次号もお楽しみに！！

―第２章「初めての危機」

まず前菜がずらりと登場！みなさん相当お腹をすかしていたのか、ぺロリとたいらげてし
まいました。
メインのちゃんこ鍋は2つの鍋が用意され、広地さん・松村さん2人の鍋奉行対決が勃
発！！どちらのお鍋が美味しくできたんでしょうね～。おそらくどちらのお鍋も美味しかっ
たはずでしょう！
シメはラーメンでみなさん満腹に♪座布団もたくさん使えるいいお店です。

二次会のカラオケも大盛況の様子です！
写真では伝わりにくいかもしれませんが、部屋はブラッ
クライトでみなさんテンションアップ↑↑カメラに向かっ
てアピールしたみなさんのシャツは輝いていました☆私
が証人です！ライトのおかげ？
いやみなさん自身が輝いていたのでしょう ！
今回もみなさんの美声にうっとりです♪

～
～

～

田村さん、岩田さんによるミガロマラソンクラブがついに始動！
初めての大会となる「堺市民マラソン（10Km）」に出場しまし
た！そして今回の目標だった“10キロ1時間以内”を2人とも達
成することができました。今年中にフルマラソン完走を目指して
活動しています。応援よろしくお願いします！

④
早速『東京総務委員会』が動き出した模様です！！
昨年より恒例となっています東京グルメツアー！！！！今回の東京グルメは「ちゃんこ鍋」のようです。
会社からも近い東麻布にある「麻布　大膳」さんで特製コラーゲンちゃんこを堪能してきたようです。
おっと、申し遅れました。私今回レポーターを務めさせて頂きます「みぐねこ」です。

2次会開始♪

いよっ♪

だら～り

待ってました

うまそー！！

お店到着

本当に細長いビル。ここでミガロの
第２章が繰り広げられた。

『4人で机が3つしかないのは、いくらなんでも不便やろ～』という事
で、8ヵ月後に西区北堀江にある狭くて細長～いオフィスビル（と呼べ
るかどうか不明）に引越しをした。
16坪程度の小さい事務所ではあったが、以前のワンルームと比べる
と断然広くて『これでやっと会社らしくなったやん･･･』とみんなで喜ん
だ。
また、当時の北堀江は、下町情緒が溢れていて　狭いカウンターし
か無い鰻屋の大将や洋食屋の頑固一徹オヤジ、汚いけどうまい中
華料理屋の出前のにいちゃん、そして朝よく行くパン屋のこわい顔を
したおばさんとは、外で会っても普通に挨拶を交わすような暮らし心
地のよい街だった。
今思い出しても北堀江の事務所にいた3年間は、本当に楽しかった
しとても懐かしい。
メンバーも少し増え、毎日のようにみんなで飲みに行ったりカラオケ
に行ったり、今思えば会社というより仲良しグループだった。
だが、その3年の間にバブル崩壊後の景気の低迷で仕事の激減した
ソフト会社が何社もなくなっていった。
ミガロも当初は、あまり苦労する事も無くAS/400(System i)の受託開
発を行っていたものの、徐々に受託量が先細りになっていた。
それでも、さほど危機感も持たず『RPG以外でも　何かをしないとま
ずいかも･･･』という程度の不安と新しい物好きから、IBM RS6000と
いうUNIXマシンやPCを購入して社内で勉強会をして『UNIXってほん
ま難しいなあ。』と呑気な事を言っていた。

そのうち　受託の仕事がほとんど無くなっ
た･･･
『これは　ほんまに　やばいかもしれん　』
仲良しグループの限界が来ていた。


