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ｉPhone
hone にいれておきたい便利なアプリ
に れておきたい便利なアプリ（IRSME1
IRSME15046）
）
平成 28 年 5 月 10 日 加藤丈侍
2015 年で日本における
日本における所有率
所有率が 69%に達したスマホ。
に達したスマホ。今や⽼若男⼥問わず誰もが⼿にする
今や⽼若男⼥問わず誰もが⼿にする情
報通信機器と
機器となっている
ている。なかでも日本では、
。なかでも日本では、
。なかでも日本では、APPLE
APPLE 社のｉPhone
hone のシェアが高く、国内シェ
アの 60
0%以上を占める。
を占める。しかし
しかし、便利な機能を持て余しているユーザーも多いのではないだろ
、便利な機能を持て余しているユーザーも多いのではないだろ
うか。
ｉPhone
hone を購⼊したのであれば、通話機能や検索機能だけではなくある程度アプリを使いこな
したいところ
したいところである
である。今回はビジネスで役⽴つ
ビジネスで役⽴つ
ビジネスで役⽴つ便利なアプリを
便利なアプリを紹介する
紹介する。

CamScanner

Free

スマホのカメラで撮影した文書ファイルなどを瞬時にスキャンしてくれるアプリ。
文字を自動で読み取ってテキストデータ化したり、撮影した文書ファイルを PDF に変換した
りと、スマホをスキャナー代わりに活用できる。メモや編集機能も充実している。
カテゴリ 仕事効率化
カテゴリ:仕事効
現在の価格 無料
現在の価格:無料

Clipbox
Web 上にあるさまざまなデータをダウンロードできるアプリ。
PDF 等のドキュメントはもちろんのこと、動画や音楽ファイルを簡単に保存でき
等のドキュメントはもちろんのこと、動画や音楽ファイルを簡単に保存できる。
。
ダウンロードしたファイルはアプリ内で再⽣でき、フォルダに分けて管理したり、鍵をかけ
て他人にみられないように
て他人にみられないようにしたり
したりすることもでき
することもできる
る。なにかと役に⽴つ１本。
なにかと役に⽴つ１本。
カテゴリ ユーティリティ
カテゴリ:ユーティリティ
現在の価格 無料
現在の価格:無料

Netprint
etprint
iPhone 内の写真や文書ファイルを、セブンイレブンに設置されている富士ゼロックス製カ
ラー複合機でプリントできるアプリ。
「ネットプリントサービス basic」
」への登録が必要だが、
料⾦は⽩⿊ 20 円/カラー60
円
60 円のプリント代だけ。外出先
円のプリント代だけ。外出先や出張先
や出張先で「資料を⾄急プリントし
で「資料を⾄急プリントし
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たい︕」
たい︕」というときに大活躍
ときに大活躍︕
ときに大活躍
カテゴリ ビジネス
カテゴリ:ビジネス
現在の価格 無料
現在の価格:無料

TimeTree
複数の相⼿と予定を共有できるアプリ。
グループごとにカレンダーを設定し、一つのカレンダーに複数人が予定を登録できる。メン
バーの一人が予定を更新すれば全員に通知が送付されるので、新しい予定を⾒逃すことがない。
カテゴリ 仕事効率化
カテゴリ:仕事効率化
現在の価格 無料
現在の価格:無料

1password
数あるアプリやサービスのログイン ID やパスワード、クレジットカードなどの情報に
やパスワード、クレジットカードなどの情報に「マ
スターパスワード」と呼ばれるたった 1 つのパスワードでアクセスできるアプリ。
つのパスワードでアクセスできるアプリ。
これ
これを使えば、サイトごとに違うパスワードにマスターパスワードでアクセスできるため、
を使えば、サイトごとに違うパスワードにマスターパスワードでアクセスできるため、
管理が
管理が簡単なだけでなく、パスワードを自動で作成する機能もあるため、
だけでなく、パスワードを自動で作成する機能もあるため、セキュリティに優れ
だけでなく、パスワードを自動で作成する機能もあるため、セキュリティに優れ
た複雑なパスワードを作成する
複雑なパスワードを作成することも簡単になる。
複雑なパスワードを作成する
簡単になる。
カテゴリ 仕事効率化
カテゴリ:仕事効率化
現在の価格 無料（App 内課⾦あり）
現在の価格:無料

Eight
名刺管理の定番アプリ。
名刺管理の定番アプリ。iPhone
iPhone のカメラで撮影した名刺の画像をサーバーに送ると、専任
スタッフの⼿により文字データ化してくれる
スタッフの⼿により文字データ化してくれる。人⼒でデータ化するため、他のソフトやアプリ
人⼒でデータ化するため、他のソフトやアプリ
でありがちな誤認識による文字化けがない
でありがちな誤認識による文字化けがないのが特徴
のが特徴。
登録された名刺は、インデックスからすぐに探
登録された名刺は、インデックスからすぐに探すことができ、
すことができ、ラベルを利用してグルーピン
すことができ、ラベルを利用してグルーピン
グもでき
グもできる。名刺交換した相⼿と
る。名刺交換した相⼿と Eight を通じてつながると、相⼿が転職や昇進などで名刺を
つながると、相⼿が転職や昇進などで名刺を
変更した場合に、通知が届
変更した場合に、通知が届くため、常に最新の情報を
くため、常に最新の情報を
くため、常に最新の情報を⼿にすることができる。
⼿にすることができる。
カテゴリ 仕事効率化
カテゴリ:仕事効率化
現在の価格 無料（App 内課⾦あり）
現在の価格:無料
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スマートニュース
世の中で話題になっているニュースを一瞬でチェックできる
世の中で話題になっているニュースを一瞬でチェックできるアプリ
アプリ。
政治・経済からエンタメ・スポーツまで幅広いジャンルの今話題のニュースをスラスラめく
っていくだけで読める。
っていくだけで読める。Smart
Smart モードを使えば
モードを使えば圏外
圏外でもサクサク読むことができる
でもサクサク読むことができる
でもサクサク読むことができる。
カテゴリ 仕事効率化
カテゴリ:仕事効率化
現在の価格 無料
現在の価格:無料

Todolist
ＴｏＤｏ
ＴｏＤｏ管理に特化したアプリ
管理に特化したアプリ。シンプルなデザインと機能性の高さが特徴。
管理に特化したアプリ シンプルなデザインと機能性の高さが特徴。
カテゴリ分けをしたり、ツリー形式で
カテゴリ分けをしたり、ツリー形式でＴｏＤｏを追加でき
を追加できたりす
たりするので、タスク管理がしや
るので、タスク管理がしや
すいのがポイント。
優先度ごとにタスク管理ができ、設定した時刻に通知してくれるリマインダーつきなのでや
るべきことを漏れなく管理できる。
カテゴリ 仕事効率化
カテゴリ:仕事効率化
現在の価格 無料
現在の価格:無料

Skype

for

ｉPhone
Phone

無料通話アプリの定番。ビデオ電話、音声通話、音声メッセージで連絡を取り合うことがで
きる。
きる。グループチャットにも対応しており、相⼿がアンドロイドや
グループチャットにも対応しており、相⼿がアンドロイドや PC でも通話ができる。
社員間のコミュニケーションツールとして、取引先との連絡ツールとして、ちょっとした相
談のときなどに気軽に使え
談のときなどに気軽に使える。
る。
カテゴリ ｿｰｼｬﾙﾈｯﾄﾜｰｸ
カテゴリ:ｿｰｼｬﾙﾈｯﾄﾜｰｸ
現在の価格 無料
現在の価格:無料

まとめ
煩雑
煩雑な業務も、
、アプリを効果的に使うことで
効果的に使うことで
効果的に使うことで⽣産性を高め
⽣産性を高めることができる
ることができる
ることができる。一度使えばそれ
一度使えばそれ
がなかった頃
がなかった頃のやり方
のやり方には戻
には戻れない。アプリを活用した新しいビジネススタイルが、あなたの
アプリを活用した新しいビジネススタイルが、あなたの
仕事を変化させるだろう
仕事を変化させるだろう。
。（了）
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