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　 リクエストもお待ちしております！

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

Delphi/400
　　　テクニカルセミナー

CodeGear
デベロッパーキャンプ

昨年大好評であったDelphi/400テクニカルセミナーが、2月19日に今回は日本IBM株式会社の大阪事業
所にて開催されました。前回同様大好評で幕を閉じることができました。ご参加いただいた23社35名の皆
様、誠にありがとうございました！！アンケートの報告も弊社HPにて公開しております。是非一度ご覧くだ
さい。

『ご挨拶』
代表取締役社長

上甲　將隆

『IBM　System i　最新情報』
日本アイ・ビー・エム株式会社
GBシステム製品・関西営業部

部長 椿本　勝彦様

『Delphi/400開発ノウハウ』
システム事業部 システム2課

課長　尾崎　浩司

『Delphi/400ユーティリティご紹
介』

RAD事業部 技術支援課
課長　鶴巣　博行

『ヘルプデスクエッセンス』
RAD事業部 技術支援課

顧客サポート　吉原　泰介

『既存RPG活用術』
システム事業部 システム1課

主任　福井　和彦

今回もタコ糸を使用した会場設営でピタッと
椅子を揃えました！セミナースタッフみんな
でがんばりました！！！
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質問1）今回は一番人気の講演だったとお聞きしました。初回講演の時の目的でも
あった「ミガロの知名度UP」は今回も果たせのではないでしょうか？
これまで今回や前回のような技術セッションがなかったため、先駆的な意味でも
良い宣伝になったと思います。

こちらも昨年大好評であったCodeGearデベロッパーキャンプ。第8回を迎えた今回は、2月12日
に東京の青山ダイヤモンドホールで開催されました。MIGZINE Vol.2でご紹介した時と同様に、
ミガロからは吉原さんが講演しました！第一回目との違いを伺ってみました。

今回のセッション内容
吉原さんが担当するセッションでは、定番
となったFAQ形式。具体的な事例で参加者
の疑問をクリアにします。
【Q1】DBGridで簡単にソートを行いたい！
【Q2】VB-Report Ver3.0で効率よく出力し
たい！
【Q3】TreeViewでメニューを制御したい！
【Q4】一覧明細にローカル画像を表示した
い！
【Q5】StringGridで文字列を縦表示した
い！
講演で使用した資料は以下URLからダウ
ンロード可能です。
（CODEGEARホームページ）
http://conferences.codegear.com/jp/artic
le/37640

質問2）セッション名が2.0になりましたが、前回の1.0との違いは何でしょうか？合わせ
てこれからの展望もお聞かせ下さい。
【講演内容】
前回と同じFAQ形式ですが、今回はCODEGEAR様との協業で、同内容の
C++Builderのコード提供を試みました。
【心境面】
東京で初めてということで参加いただいた方々の雰囲気も分からず、また会場
も立派なところだったので、かなり緊張しました。

質問3）MIGZINE読者に向けて、一言お願いします。
内容はソースより仕組みを重視しているので、開発初心者
も応用の一歩を踏み出す手助けになれば嬉しいです。

【これからの展望】
CODEGEAR様のスタッフにも良くして頂き、今後も協業を
強めていきたいです。課題は受けるネタ選定が難しい･･･

ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました！
次回の講演もお楽しみに♪

【セッション】
知って得する！現役ヘルプデスクが答
えるDelphiテクニカルエッセンス 2.0

今回も多くのお客様から、「今
後も開催して欲しい」とのお声を
頂きました。
開発テクニックを更に求められ
る声も多く、次回開催時は、更
に満足していただける
「Delphi/400テクニカルセミ
ナー」を開催致します。今後とも
ミガロの技術力を皆様にご提供
したいと考えておりますので、よ
ろしくお願い致します。



ミガロの18期となる内定者4人全員に揃って参加していただき、
待ちに待ったミガロの内定者懇親会が開催されました。皆さん
社員の方とたくさん話せたでしょうか？
懇親会は、いつものミガロ以上（？）に大盛り上がりで、あっとい
う間に3時間が過ぎてしまいました！！内定者のみなさん、これ
からミガロをよろしくお願いしまーす！

一番手前は喫煙者専用テーブル？です。
幹事の田村さん、楽しい時間をありがとうございま
した。松村さんは店員さんより動いてましたね。バ
イト代出ました？（笑）

内定者の18期の方には前に立って自己紹介・マイ
ブーム紹介をしていただきました。皆さん緊張を見
せずに話されていて、すごいなぁと関心♪
マイブームの紹介によって新たな一面を見ることが
できたのではないでしょうか！？

まったりと楽しまれていたのはこちらのテーブルで
しょうか。ちなみに社員の自己紹介は尾崎課長か
らスタートしていただきました。

ビールのピッチャーが次から次へと届いてたのはコ
チラのテーブルです。いったい誰のお腹の中に消
えたのでしょう？

やたらペン回しブームがおきていた一番奥のテー
ブル。
他には住まいや趣味など、情報交換されていたよ
うです。18期の皆さん、社長を目の前にして緊張し
ませんでしたか？

奇跡の宮坂さん似の薬師
さん。めがね継承です。

清水です

廣瀬です

薬師です

司会の岩田さんが、チー
ムワーク向上委員会をう
けつぎます！

岡林です



店名 元気屋 鶴橋ラーメン
鶴心

玄界灘ラーメン
あごや

天下一品
　　難波ウィンズ前店

天下一品
　　　　　　　川崎店

どうとんぼり神座
　　　　　　千日前店

写真

推薦人 田村さん 宮坂さん 畑中さん 前田さん 前田さん 岩田さん

アクセス 近鉄新大宮駅より
徒歩15分

御堂筋難波駅より
徒歩5分

堺筋線日本橋駅すぐ 御堂筋線難波駅より
徒歩5分

JR川崎駅より
徒歩5分

御堂筋線難波駅より
徒歩5分

オススメ
メニュー

元気ラーメン 鶴橋ラーメン ラーメン＋おかず一品
＋ご飯（とんこつ定食）

ラーメン＋炒飯
（ちゃー定）

ラーメン＋豚キムチ
＋ご飯（ぶー定）

煮卵ラーメン

こだわり もっと辛くしたい人は
辛めもOK！

麺固めのネギ多め！ 紅しょうがを一掴み ハーフブレンドスープ
固麺、葱多め

ハーフブレンドスープ
固麺

ニラ爆弾投入

オススメ
ポイント

世界一おいしいラーメン
だと思っています！
元気ラーメンはタンタン
メンですが、今までのそ
れとは違います！！
ゴマをたっぷり使った健
康志向のラーメンは、一
度食べると40度以上の熱
だってへっちゃらです
＾＾ｖ

ちょっと辛めのこのラー
メン。トック（韓国のお
もち）が美味しかったで
す！
ガッツリいきたい時はコ
コで決まりです！
ちなみにセットメニュー
も何点かあります。
チャーハンセット、キム
チご飯セット、からあげ
ご飯セット、白身魚セッ
ト（ご飯つき）などなど
しかもセット価格はなん
と100円！ワンコインな
んですよ！

うまい！「あご」って九
州では有名なトビウオの
ことらしいです。それか
らとったダシが食欲を刺
激します。
私はこってりとんこつを
よく頼みますが、鶏がら
もありますよ。「あご」
ダシが他所では味わえな
い、この店独特の特徴だ
と思います。

たいてい注文するのが、
おかず一品とんこつ定食
です。一品（申し訳ない
程度の）とラーメン、白
ご飯（おかわり自由）こ
れでなんと650円！！

この店舗は接客態度が素
晴らしい。入店時には
「いらっしゃいませ、お
客様」と元気の良い声が
店内に響く。また、他店
と異なり葱の量も注文時
に決める事が出来る。金
額はそのままで葱多めに
も出来るので葱好きには
オススメです。

「うどん」に代表される
ように関西と比べ味付け
が濃い印象の関東。しか
し、この店舗のスープは
他店と比べて味がまろや
か。
メニューに豚キムチ定食
があるのも川崎店ならで
は。
東京出張の折には足を伸
ばしてみてはいかが？

超有名店。それでも推薦
します！
ジャンル分けできない
ラーメン！それが神座の
ラーメンです。
元々洋食のシェフだった
オーナーがこの味を開発
しました。醤油ベースの
さっぱりしたスープで
す。白菜がたっぷりと
入ったこのラーメンは、
季節によって味の変化が
あり、それもまた楽しめ
ます。
私はやっぱり白菜の甘味
が強くなる冬がオスス
メ！

もう一店舗
薦めたい！

なんと言っても、
元気ラーメン！！

四川辣麺
辛めのスープがこれまた
うまいっ！
是非高菜チャーハンセッ
トで。

実家近所によく来てい
た、屋台の「ポン太」
とんこつラーメンです。
ほっとする味がします。

来来亭！
あの背油がやめられん！

日の丸軒
白湯スープに野菜たっぷり！
求む！！ここよりおいしい焼豚！！

協力：ららぼ

ららぼのメンバー（らーMEN）がMIGZINEに集結！彼らはラーメンがすぐ食べたくなるラーメン食いしん坊。難波周辺はもちろん、あらゆる地域のおいしいラーメンも把握しています。
そんな彼らが一番にオススメするラーメンをお聞きしました。数多く食べ歩いたラーメンで、どれが一番なんでしょうか？！

しかも今回は前田さんの総力企画「天下一品東西対決！」もあります！みなさん近くに立ち寄った際は気になるお店に足を運んで見てはいかがでしょうか。
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「ららぼ」とは？
「ららら♪らーめんLaboratory」の略。
ラーメン日々研究中です。



いつもMIGZINEをご愛読いただきありがとうございます。
トップページには2月開催のセミナーの様子を、2ページ目には内定者懇親会の
様子をとりあげています。すでに意気投合！？といった雰囲気で大いに盛り上
がりました。3ページ目にはららぼの皆様にオススメの一杯をお聞きしました。4
ページ目には会社説明会の様子を、そして気になるミガロの軌跡！ミガロ製品
「X11」、そしてパソコン教室へとミガロが飛躍していきます。次回もお楽しみに♪
今回もご協力いただいたすべての方々に御礼申し上げます。これからもよろしく
お願い致します。

■松村編集長
ドナドナド～ナ～ドォナ～
孔子を乗せて～

■岩田副編集長

ららぼ♪
オールシーズン活動中♪
現在、研究員募集中です。
詳しくはららぼメンマーまで！

■畑中アドバイザー

　　スベりました…
　　　　ここだけの話し…。

■宮坂アドバイザー
             　   春の季節
　
　
 

がいっぱい♪

MIGZINEは
毎月15日発行です。
次号もお楽しみに

―第３章「いざ広島へ」―

受託の仕事が無くなってくると、当然　暇になってくる。
『このピンチをチャンスに変えて、なにか製品を作ってドカンと行こう
ぜ！』という事になり、AS/400向けIBMの経理パッケージ（X-PACK）にア
ドオンで動く帳票ツールを作った。10インチ×11インチの経理元帳用の
連続用紙に打てるツールで『X11（エックスイレブン）』という名前にした。
パンフレットも手作りで、ポップ調の文字やイラストは手書きして、説明文
はワープロ専用機で作ったものを切り貼り（もちろんハサミとノリで）して
作成した。
さあ、売るのは俺に任せてくれ！　と　知っているAS/400ユーザーに
片っ端から売り込みに行った。

ミガロ製品第1弾の販売実績は、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残念ながら3社だった。
次の手を考えなければならない･･･

『パソコンをやろう！しかも開発ではなく教室を！』山本の意見だった。
Windows3.0から3.1になったばかりの頃で社内の勉強会で、その使いや
すさに驚いていた所だった。
『よし！乗った！』
マイクロソフトの大阪営業所を電話帳で調べて「パソコン教室をしたいん
です。」と飛び込んだ。
アポなしにもかかわらず営業所長が対応してくれ、マイクロソフト認定イ
ンストラクターが2名以上いると認定校にしてもらえる事を知った。

もう走り出していた。
急いで制度の詳細や認定テストの受験スケジュールを調べた。一日も早
く資格を取りたかったが、直近の受験会場は関西ではなく　広島　だっ
た。

『行きますか広島へ！』
本当に久しぶりの猛勉強（のつもり）の末、
山本と二人で広島に乗り込んだ･･･
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Simple Transfer/400パッケージ大公開！！
ST/400のパッケージは今回もデザイン力の高さに定評のある川合さん
が手がけられました！！その構成はまず『赤い色』。ST/400へかける情
熱の色。そしてもう一つのポイントが『矢印』。穴から矢印が出てきてい
る・・・、穴には一つの場所、つまりSystem iを指している。そこから出て
きた矢印、つまり「配布」が光を浴びているイメージである。またこの矢印
は1つの場所からどこへでもという形の左右の矢印となっている。クラサ
バでの配布、ST/400を使えばこれでもう問題なし！！

2009年度新卒採用の会社説明会を開催しています。
”ミガロ”の会社名が表しているように、ミガロがみんな
で一丸となって学生のみなさんにミガロの良さを伝えら
れるようがんばっています！
今年も素敵な新ミガロメンバーに出会うため、まずは
我々の良いところを知っていただきます！！
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