株式会社 SHF とお客様を結ぶ
コミュニケーションレターです。
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ＳＨＦニュース
建築・建材展 2021 出展＆来場お礼

筆者：ななよん

3月9〜12日に東京ビッグサイトにて開催された「建築・建材展2021」に出展いたしました。前年の建築・
建材展は中止だったので、2年ぶりの参加となります。
SHFのブースでは2×4工法の業務支援システム「さくっと2×4」をはじめとし、簡易サイディング割付シス
テム「SD デザイナー」や構造計算システム「KIZUKURI2×4*」
との連携提案を紹介。
また、建築業界向けに新設したWEBショップ「Smile Service for 建築」に関して、のぼり旗やチラシ、フロアマットなどの集

「Smile Service for建築」は
こちらからご確認ください

客・販促・事務用品を併せてご案内いたしました。
展示会の来場者数は大きく減ったものの、その分本気でモノ・サービスを求めている方々が来場されていたのではないかと
感じました。ブース内ではデモンストレーションを見ていただいたり実際に商談をすることで、より詳細なご提案を行うこ
とができたと思います。弊社ブースへご来場いただいた皆様、本当にありがとうございました。
「
* KIZUKURI2×4」
は、
株式会社コンピュータシステム研究所の登録商標です。

SHF

https://kenchiku.smileservice.jp

社員紹介

今年入社した SHF の新たな仲間をご紹介！
今後の活躍に乞うご期待♪

ＳＨＦの素敵な社員をご紹介！！
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犬のぬいぐるみ

今後の意気込み

何事にも積極的にチャレンジしていきます！
よろしくお願い致します！

今後の意気込み

一人暮らしの環境や会社の雰囲気と業務に慣れていき、
できるだけ早く活躍できるように頑張りたい

ＳＨＦレポート
若手研修会

筆者：ﾐ川

4 月。
今年は 2 名の新入社員を迎え、SHF にも新たな風が吹きはじめた、そんな折。
入社 5 年未満の社員も交
えて、若手研修を行いました。
実施したのは、今後の人生をすごろく形式で擬似体験する「ライフサイクル
ゲームⅡ〜生涯設計のススメ〜 *」
です。
就職から始まり、その後結婚。
保険に加入したり、パソコンを購入したり、宝くじに当選したり。
子供が生ま
れ、やがて進学。
定年退職したら、老後は世界一周の船旅へ。
もちろん万事が順風満帆とはいかず、災害で家
が浸水したり、
詐欺被害に遭ったり……。
様々なマスを巡りながら、
お金持ちになった人もいれば、
借金を背
負ったままゴールした人も。
人生のどの局面でお金がかかるのか。
もしもに備えた保険はどのような助けになるのか。
ゲームを通じて、
若手社員の人生設計の勉強になりました。
「
* ライフサイクルゲームⅡ〜生涯設計のススメ〜」は、
第一生命ホールディングス株式会社が作成している消費者教育教材です。

拝見 ♪

温貴 （ナカエ ハルキ）

開発部
提供 !

知ってトクする！TIPS 集

第 6 回「クイック アクセスを使いこなせ！」

開発部社員の
コメント

「最近使ったファイルをクイック アクセスに表示する」の
チェックも一緒に外しておけばさらにすっきりしますよ！

筆者：Kr.

Windowsでファイル管理をする上で欠かせない「エクスプローラー」。

また、クイック アクセスに表示されている「最近よく使用したフォルダ

エクスプローラーを起動したら最初に「クイック アクセス」というものが表

ー」ですが、これも設定で非表示にできます。よく使う方はそのまま残

示されます。左側のエリア（ナビゲーションウィンドウといいます）にも「ク

しておきましょう。不要な場合は非表示にしたほうがすっきりします。

イック アクセス」がありますね。

ナビゲーションウィンドウにある「ク

こんな感じで「デスクトップ」「ダウンロード」などの下

イック アクセス」を右クリックし、

に、最近よく使用したフォルダーがいくつか並んでいま

「オプション」を選択して「フォルダ

す。このクイック アクセスですが、何となく使っていませ

ー オプション」を開きます。「よく使

んか？ そうだとしたらとてももったいない！ しっかり

うフォルダーをクイック アクセスに表

使いこなして、作業効率をアップさせていきましょう！

示する」のチェックを外しましょう。

「クイック アクセス」には、任意のフォルダーをピン留めすることができま

クイック アクセスおよびナビゲーショ

す。やり方はとても簡単。ピン留めしたいフォルダーを右クリックして、

ンウィンドウに「最近よく使用したフォ

「クイック アクセスにピン留めする」を選ぶだけです。ナビゲーションウィン

ルダー」が表示されなくなり、ピン留

ドウにもしっかり追加されます。ピン留めを解除した

めされたフォルダーだけが表示されて

い場合は、クイック アクセスに表示されているフォル

いる状態になりました！

ダーを右クリックし、「クイック アクセスからピン留め

クイック アクセスのように、カスタマ

を外す」を選びましょう。この要領で、よく使うフォ

イズすることで劇的に使いやすくなる

ルダーをクイック アクセスにピン留めしておけば、ナ
ビゲーションウィンドウからも直接開けるようにな

機能がいくつかあります。
自分好みの設定で、快適なPCライフをお過ごしください♪

り、アクセス性も大幅にアップします！

SHF トピックス
簡易 AI 筆跡診断、リリース！

2文字書くだけの
かんたん性格診断

2021 年 4 月 20 日に、
SHF は日本筆跡診断士協会の監修の下、
オフィスブレイン株式会社と共
同で新サービス「簡易 AI 筆跡診断」を開発・リリースしました。
このサービスはどなたでも無
料でお使いいただけます。
「文字を書く」
という行動の痕跡である筆跡には、
書いた人の特徴や個性が隠れています。
筆跡からそれらの特徴を読み取り、ときには場所や時代をも超えて、その人の性格や人物像を
推定することが可能です。
これを
『筆跡診断』
といいます。
このような筆跡の分析については、
ヨーロッパ
（特にフランス）
では 19 世紀ごろから盛んに研
究が行われており、
筆跡診断の資格を持ち、
それを生業とする
「グラフォログ」
と呼ばれる人々
も多く存在しています。
ですが、
日本ではあまりなじみがなく、
「筆跡を見て何が分かるのか」
ということすら知られていないのが現状です。
もりおか こうしゅう

本サービスの開発においては、独自に収集した筆跡に対して、筆跡診断の権威にして日本筆跡診断士協会会長の森岡恒舟先生に実際に分析を行ってい
ただき、
そのデータをもとに AI
（人工知能）
の学習を進めました。
筆跡に現れる特徴は数多くありますが、
今回はその中から 13 種類をピックアップし、
「口」
「様」
の 2 文字から簡単にあなたの人物像を推定します。
マウスやタッチ操作で画面に直接文字を書いて診断することもできますし、
紙に文字を書いたものをスマートフォンのカメラなどで撮影し、
その写真をアップロードすることでも診断が可能です。
手軽に試すなら前者、より高い精度を期待したいなら後者の方
法がおすすめです。
筆跡診断のことをより深く知り、身近に感じていただくために、
「筆跡特徴の解説」
「アドバイス」
などの周辺コンテンツ
も充実させております。
本サービスが自分自身の在り方を見つめ直す、1つのきっかけになってくれることを願っていま
す。
なお、
「口」
「様」
の 2 文字は筆跡診断上非常に重要、有用とされる文字ですが、それだけですべてが分かるわけではありま
せん。
複数の文字から本格的な筆跡診断を行う AI については、
現在鋭意開発中ですのでご期待ください。

発行・編集

「簡易AI筆跡診断」は
こちらからお試しいただけます

https://hisseki-ai.com/

〒620-0017京 都 府 福 知 山 市 字 猪 崎 小 字 古 黒353番

Tel 0773-23-8117

Fax 0773-23-7730

E-mail feedback@shfweb.com
URL https://www.shfweb.com/

※ 本誌についてのお問合せは左記ＦＡＸまたはメール
にてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
※ 掲載記事・写真の無断転載を一切禁止しております。
※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標
または商標です。

