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　2015年7月29日にWindows10がリリースされました。そこで今回は
Windows10になると使えるようになる新機能の一部をご紹介します。 
 

　さらにWindows 10では、起動と再開にかかる時間が短縮されているだ
けでなく、ユーザーのPCを絶えず保護するための強固なセキュリティ
機能を搭載し、また現在お使いのソフトウェアやハードウェアに対応す
るように配慮されています。 Windows7/8から無償アップグレードが
可能となっており、操作面でもスタートメニューなどWindows 7と共通
する点が多く、すぐに慣れて簡単にご利用いただけます。 
　現在ご検討中の方や興味をお持ちの方は、バージョンアップを行い
Windows 10の最新機能を体感してみてはいかがでしょうか？

「Web業界最新事情」
Windows10

第92回 
連載企画 

製品事業部のTさんの趣味はサッカー観戦。そんなTさんにサッカー観戦の魅力につ
いて語ってもらいました。

『サッカー観戦編』

連載
企画 『サッカー観戦編』

プロット調査隊が行く！ 
プチプライスインテリア雑貨屋「salut!」編

連載
企画

Web業界最新事情 第92回
「Windows10」
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私も
スタジアムで
はしゃぎたいわ～

次回も
お楽しみに！

「東京本社・名古屋営業所移転のお知らせ」

ーーーサッカー観戦に興味を持ったきっかけを教えてください。サッカー観戦に興味を持ったきっかけを教えてください。
TさんTさん　サッカーをしている友人と一緒に行ったのがきっかけで、休日に観戦するようにサッカーをしている友人と一緒に行ったのがきっかけで、休日に観戦するように
なりました。試合中に感じる熱気と迫力はもちろんの事、屋台やイベント等で観客を楽しなりました。試合中に感じる熱気と迫力はもちろんの事、屋台やイベント等で観客を楽し
ませる工夫があり、サッカーに興味が薄い人でも楽しめます。私も初めて観戦した際はイませる工夫があり、サッカーに興味が薄い人でも楽しめます。私も初めて観戦した際はイ
ベントに行くような気軽さで行きました。ベントに行くような気軽さで行きました。

ーーサッカー観戦の魅力を教えて下さい。サッカー観戦の魅力を教えて下さい。
TさんTさん　スタジアムでは選手との距離が近いため、プロサッカー選手のプレーを間近で楽スタジアムでは選手との距離が近いため、プロサッカー選手のプレーを間近で楽
しめる事と、下位リーグへの降格等でリーグ終盤でも白熱した試合が見られる事です。一しめる事と、下位リーグへの降格等でリーグ終盤でも白熱した試合が見られる事です。一
つの試合毎に順位が変動し、順位によって試合で取られる戦術が変わってくるため、常につの試合毎に順位が変動し、順位によって試合で取られる戦術が変わってくるため、常に
試合内容が違う事も魅力の一つです。また毎年のように選手の移籍がありますので、誰が試合内容が違う事も魅力の一つです。また毎年のように選手の移籍がありますので、誰が
どのクラブに移籍するのかを友人と話すのも楽しいですね。どのクラブに移籍するのかを友人と話すのも楽しいですね。
　また、サッカーを通じて友人が増えたことも魅力の1つだと思います。サッカー経験者　また、サッカーを通じて友人が増えたことも魅力の1つだと思います。サッカー経験者
の方と仲良くなれたり、世代の違う方と話が出来たりと自分の知らないこともたくさん学の方と仲良くなれたり、世代の違う方と話が出来たりと自分の知らないこともたくさん学
べ、それまでとは違った視点で楽しめます。べ、それまでとは違った視点で楽しめます。

ーー今までで印象に残っている試合はありますか？今までで印象に残っている試合はありますか？
TさんTさん　一番印象に残っている試合は、お気に入りのクラブの降格が決まった試合です。一番印象に残っている試合は、お気に入りのクラブの降格が決まった試合です。
それまでクラブの勝敗を深く考えなかったのですが、降格が決まった瞬間涙が止まりませそれまでクラブの勝敗を深く考えなかったのですが、降格が決まった瞬間涙が止まりませ
んでした。その一年後、クラブが昇格した際には嬉しくて夜眠れませんでしたね。クラブんでした。その一年後、クラブが昇格した際には嬉しくて夜眠れませんでしたね。クラブ
とサポーターが一丸になって掴み取った結果だと思います。とサポーターが一丸になって掴み取った結果だと思います。

ーーサッカー観戦に必要なものはありますか？サッカー観戦に必要なものはありますか？
TさんTさん　特に必要なものはありませんが、応援するクラブのユニフォームを着る方は多いで特に必要なものはありませんが、応援するクラブのユニフォームを着る方は多いで
す。スタジアム周辺で飲食物は販売していますし、応援グッズも購入できます。これからのす。スタジアム周辺で飲食物は販売していますし、応援グッズも購入できます。これからの
季節は熱中症などの危険もあるので、飲み物を忘れてしまった際は必ず現地で購入して頂き季節は熱中症などの危険もあるので、飲み物を忘れてしまった際は必ず現地で購入して頂き
たいです。また、当日のチケット売り場は混み合いますので、前売り券を購入して来場するたいです。また、当日のチケット売り場は混み合いますので、前売り券を購入して来場する
事をお勧めします。事をお勧めします。

ーー最後に、これからサッカー観戦をしてみたいという方にアドバイスをお願いします。最後に、これからサッカー観戦をしてみたいという方にアドバイスをお願いします。
TさんTさん　ネット裏で声を嗄らしながら応援するのも良いですし、試合をゆっくり観戦できるネット裏で声を嗄らしながら応援するのも良いですし、試合をゆっくり観戦できる
席で屋台の食べ物や飲み物を片手に観戦するのも楽しいです。一人で試合に集中される方も席で屋台の食べ物や飲み物を片手に観戦するのも楽しいです。一人で試合に集中される方も
いれば、大勢の雰囲気を楽しまれる方々もいますので、自分の好きなスタイルで観戦して下いれば、大勢の雰囲気を楽しまれる方々もいますので、自分の好きなスタイルで観戦して下
さい。お気に入りのクラブを見つけて応援すればよりサッカー観戦が楽しくなると思います。さい。お気に入りのクラブを見つけて応援すればよりサッカー観戦が楽しくなると思います。
是非一度スタジアムへ足を運んでみてください。是非一度スタジアムへ足を運んでみてください。
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東京本社・名古屋営業所
移転のお知らせ

プロットのSCTソリューションで
『マイナンバー対策』を！

東京都港区三田 3-11-36
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2015年7月21日（火）より名古屋営業所が中村区太閤から中区栄に、
8月10日(月)より東京本社が港区芝から港区三田に移転し、営業を開始してお
ります。名古屋営業所は移転に伴い、電話番号・FAX番号も変更となりました。

お間違えのないよう、今後ともよろしくお願いします。

2015年7月21日（火）より名古屋営業所が中村区太閤から中区栄に、
8月10日(月)より東京本社が港区芝から港区三田に移転し、営業を開始してお
ります。名古屋営業所は移転に伴い、電話番号・FAX番号も変更となりました。

お間違えのないよう、今後ともよろしくお願いします。

新しいUI

新しいスタートメニュー 

Cortana

メール・カレンダー・
写真・地図アプリ 

Continuum 

Micrsoft Edge 

アクションセンター 

Windows Hello

Windows8の特徴を引き継いだフラットデザインに

Windows7以前のスタートメニューとWindows8の
ライブタイルを組み合わせたようなデザイン

Windows Phone に搭載されていた
音声認識アシスタントシステム

アップデートされ、各種ネイティブアプリは
OneDrive との連携が強化されている

タブレットモードとPCモードをシームレスに
切り替える機能

Internet Explorer に代わる、新しい標準ブラウザ

アクションセンターを開くだけで各種通知・アップデー
ト情報・接続しているデバイスが一発で分かるように

顔を見せるだけでキーボードに触れることなくPCの
ロックを解除できる生体認証
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A.I.さん（製品事業部）からの質問梅田地下街に新しいお店がオープンするとの噂を聞きました。どのようなお店か調査してきてもらえませんか？
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