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狡兔良狗

すばしっこいウサギがいなくなれば、猟犬も
食べられる。利用価値のある間は重用される
が、用がなくなれば捨てられるというたとえ。
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株式会社イソップ企画
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ごあいさつ

スマートフォン対応のサイトって、本当にいる？いらない？
昨年までの私たちの考えは今のホームページで十分！ 作る必要なし！…でした。
でも、今は

詳しくは以下のサイトをご覧ください！

セクション紹介

いつもお世話になっております。
イソップ企画
（ナ
早いもので季節は春の終わりに入ろうとしていま

うっとうしい梅雨がやってきます。
洗濯物は乾かず、

通勤にも煩わしさがつきまといます。
しかし一方で、

が楽しくなるグッズなら、
ブルーな気分もハッピーに

してくれそうです。
逆転の発想はヒット商品における
必須要素。
週末あたり、
ショッピングモールやデパー

よくわからない…。

通販事業の運営管理を行っているのが、本

す。
となると、気になるのは雨。
ジトジトじめじめの

雨の日グッズが飛ぶように売れるのもこの時期。
雨

スマートフォンのことが

通販事業

ンバプラザビル9F）
の山村です。

トでも覗いてみてはいかがですか？

topics

そんな方に朗報！
！

紙でおなじみの永井です。
ネット通販の経験と、

SNSやスマートフォンを掛け合わせ、新たな通販事業を展開

ただ今、
『必見！スマートフォンの７か条』

するべく、
日夜鋭意奮闘中です。

無料進呈中！ スマートフォンの推移・現状

「お客様のご意見、
ご要望にもじっくり耳を傾けて、喜んで頂

等、
ビジネス利用状況実態調査録をわか

けるサービスをモットーに頑張っております。今後も新たなネッ

りやすくまとめた資料です。

ト通販サイトを立ち上げる予定です。乞うご期待！」
（永井談）

永 井が店 長を務める通 販サイト
「イショップ」はこちら。

興味のある方は、左のサイトからご請求

>>>> http://aesop.shop-pro.jp/

ください。

無料

進呈中！

2012年度末までに約4,000万人、2013年度末には2人に1人が所持すると予測されて

いるスマートフォン。今この瞬間にも、職場や友達、家族の誰かがスマートフォンデビュー！

まさに、
そういった状況でしょうか。
そこで今回ご紹介するのは、
ビギナーはもちろん、購入
1〜2年を経たヘヴィユーザーの方でも意外に知らない方が多いメモリ管理のおはなし。

スマートフォンの動きが鈍くなってきたら…
起動後しばらくは快適に動作していたのに、
急に動きが鈍くなってくることはありませんか？
考えられる主な原因は、
本体メモリの圧迫があげられます。

次に挙げる4つの方法で、
本体メモリを十分に確保してあげると、
意外にすんなり解決する

http://aesopnet.co.jp/smart/

ことがあります。

①アプリの管理

②キャッシュの消去

③通信系アプリのデータ整理

パソコンと同じで、
アプリをインストールした分だけ、

これもパソコンと同じで、
一度

メールなど使い続けるうちにデータ量が増えていく

本体のメモリを消費します。
とりわけ比較的容量の大き

使ったり表示したものを覚え

通信系アプリは、最初は小さくても、
いつの間にか膨

なゲーム関連のアプリがたくさんあると、
本体メモリが

ておくことで2度目以降の同

大な容量になっていることがあります。
そこで、
必要の

不足して動作が遅くなることが少なくありません。

じ操 作 の 効 率を図るキャッ

ない古いメールやメッセージを削除することで、元の

そんなときは、使っていないアプリを削除するか、

シュ機能がスマートフォンにも

小さなサイズのアプリに戻してしまうのも一つです。

microSDに移動することで本体メモリを確保するこ

備わっています。このキャッ

とができます（機種によってmicroSD待避機能が搭

シュがたまっていくと、
メモリ

載されていないものもあります）。
また、
アプリの中に

を圧迫し動作が遅くなるの

パソコンのデスクトップにあたるホーム画面にアプ

は一度起動すると終了せずに動作し続けるタイプや、

で、
たまにはキャッシュを消去

リのショートカットが多く並んでいると、ホーム画面

終了したように見えて機能だけはバックグランドで動

しましょう。設定メニューから

の動きが鈍くなることがあります。ジャンルごとに

作し続けるタイプもあります。
これもメモリを圧迫す

簡単に行えますが、定期的に

フォルダ分けしたり、機種によってはグループ化する

る原因になりますので、使っていないアプリはこまめ

キャッシュをクリアしてくれる

こともできるので、いろいろ工夫してホーム画面を

に強制終了することをおすすめします。

専用のアプリもあります。

スッキリ整頓してみてはいかがでしょうか。

注意！

④ホーム画面の整頓

アプリやデータを消去、移動させるときは慎重に。当コーナーの内容によって生じた損害については、直接・間接を問わず保証いたしません。
あくまで自己責任にてご利用ください。m(̲̲)m

その他、
当社の公式ブログ

編集後記

スタッフブログ

ショップブログ

当社のスタッフの販促ワザを
ブログで公開！

イショップの店長永井が、
オススメ商品の
魅力を語っております。

http://aesopnet.co.jp/potal

http://aesop.shop-pro.jp/

お問い合わせはお気軽に！

今月の担当：山 村

今回の紙面はオモテもウラもスマートフォン。
ユーザーと企業、
そ
れぞれにお役立ていただければ嬉しさもひとしお▼本、漫画、雑
誌、新聞。
かつて電車の中でよく見たアイテムたちは、いつしか携
帯電話とゲームマシンにその地位を奪われた。今は、
そのすべてを
叶えてくれるスマートフォンにとって変わろうとしている▼まさに
これは「魔法の杖」。
ガンダルフやハリーように、多くの人が上手
に楽しく使いこなしていけるよう我々も日々精進しなければ。。。

『まごの手Press』
へのご感想もお待ちしております♪

TEL
FAX
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E-mail info@aesopnet.co.jp
URL http://www.aesopnet.co.jp/
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