基 幹 帳票系をオー プ ン 化

完全ペーパーレスに
全国２００店舗を集中管理
全国に２００カ所以上のスーパーマーケット店舗を展開するライフコーポレーションは︑基幹
システムの全面オープン化への刷新に伴い︑帳票基盤も帳票の集中管理と完全ペーパーレス化を
実現させた︒ウイングアークテクノロジーズの帳票基盤ソリューション﹁スーパー・ビジュアル・
フォーメード︵ＳＶＦ︶﹂を採用したもので︑コスト削減と業務の生産性を向上させるシステム

店舗で使いやすい環境を

・参照できるなど現場や

ことができ︑帳票の印刷

以前の半分以下に抑える

が削減され︑印刷枚数は

導入実績︑豊富なＡＰＩ

ライフでは︑ＳＶＦの

準備の工数を削減した︒

組合員に夕食を宅配

部品があったこと︑既存

整備した︒
コストを大幅に削減でき

管理システム構築し実現

それにより︑社内では

ニーズが高かったことか
ら︑兵庫県の西宮市と尼

崎市︑芦屋市でまいくる

の提供を開始した︒
コープこうべと共同で

生活協同組合︵生協︶
夕食宅配管理システムを

に電子帳票システムとの

ら夕食宅配サービス﹁夕

親和性が高かったことな

食サポートまいくる﹂︵写

るようになった︒店舗用

真︶を開始した︒

の帳票類の印刷および配
配サービス向けの管理シ

ーパーレス化を実現して
どを選定の理由にあげて
ステムを構築し︑４月か

紙を出力せずに完全なペ

送は外部の印刷業者にア
いる︒

っている︒

売上拡大などの恩恵を被

っていたもの︒フーズ業

ような関係を両陣営で探

業者は荷物を確保できる

っている︒うち約 ％を

運営や宅配サービスを行

に対し︑約１７０店舗の

る約１６５万人の組合員

国の生協で最大規模とな

コープこうべでは︑全

機能を追加開発し︑注文

の会員属性︑未収金管理

安否確認や退会理由など

ューション﹂をベースに︑

テムズの﹁夕食宅配ソリ

同社は︑富士通中国シス

構築したのは富士通で︑

いる︒東西の商圏合せて
ウトソーシングして配送

コープこうべは︑夕食宅

１７０万㌻分の紙の出力

新たにマッチング
フーズ業界では物流に
界の情報はメールとネッ

オンライン物流ネット
者は８３７７社で︑保有

６社︑そのうち運送事業
会社がどこにあるかをど

ているなか︑最適な物流

いるトラックを利用する

届く︒帰りの荷が空いて

トで即座に配送事業者に

から夕食宅配サービスの

者︑一人暮らしの組合員

占める高齢者や障がい

るシステムを構築した︒

食宅配業務を一括管理す

から発注︑配達までの夕

物流と食品を相互連携
対するニーズが多様化し

ワーク﹁トラボックス﹂
こに問い合わせていいか

システムの簡素化とリア

が約１千種類あり︑帳票

スリム化を図った︒ユー

ｂを活用して印刷帳票の

型帳票については︑Ｗｅ

パソコンで作成する非定

カ月で完了した︒また︑

べての帳票の再設計を５

デザイナーを採用し︑す

トラック運送業界の経営

零細事業者で構成される

トラボックスは︑中小

を開始した︒

たなマッチングサービス

マートと業務提携し︑新

ト﹂を運営するインフォ

ム﹁フーズインフォマー

の公募・入札情報サービ

ービス︑運送・配送関係

との提携によるＭ＆Ａサ

商工リサーチ企業情報検

サービスをはじめ︑東京

もりサービス︑遊車活用

情報サービスや物流見積

社の要求に応え︑運送事

そこで︑食品・食材会
の効率化によるＣＯ２削
減などにつながる︒

経営管理基盤構築に着手

沿った賃金計算︑支給機
能︑宅配スケジュールや
訪問順管理機能を搭載し

同社では事業所や部門

過的な経営情報管理が求

ムの統合︑それによる透

ている︒

ごとにおける個別最適に

・１の構築で︑財

められていた︒

登録会員数は２万２６１

目的に運営されており︑

業界向けのＢ２Ｂサービ

マートは︑国内のフーズ

を提供している︒

する広範囲なコンテンツ

ア製品とデータベース製

と︑オラクルミドルウェ

ネス・スイートＲ ・１﹂

ージ﹁オラクルＥ

ビ
―ジ

オラクルのＥＲＰパッケ

統合基幹システムに日本

付けでアデランス︶は︑

ユニヘアー︵７月１日

ムの老朽化による業務変

携が難しく︑またシステ

プ内内での円滑な情報連

を運用しており︑グルー

とそれに沿ったシステム

社で個別の業務プロセス

従来それぞれの事業会

と再編︑システム面にお

務機能と担当部署の整理

作業の整理と標準化︑業

は︑業務面における業務

新統合基幹システムで

効率や生産性の低下も懸

が増加傾向にあり︑業務

務プロセスと俗人的運用

複や各社各部門独自の業

担当している︒

ネスエンジニアリングが

導入作業は︑東洋ビジ

る︒

などの効果を期待してい

業務の省力化︑在庫低減

可視化︑ガバナンスの高

務を網羅し︑経営情報の

調達︑在庫管理などの業

務会計︑販売管理︑購買

Ｒ

注力してきたため︑グル

もに︑見える化の促進や

スプラットフォームで︑

革への迅速な対応が困難

ける分散した国内システ

ープ内での業務機能の重

ｂを通じて必要なタイミ

財務状況の迅速把握︑業

現在は２万２千社を超え

であるなど課題を抱えて

た︒

生協特有の雇用体系に

万台と

ダウンとともに︑トラッ

ことで︑運送費のコスト

トラック数は約
分らず︑希望に沿った物

のシステムで一括管理し

ルタイムの情報伝達︑コ

クの積載率の向上︑輸送

流業者をなかなか探すこ

て印刷を行い全店舗に配

スト抑制が急務となって
スなど運送事業者に関連

サイトでは︑求荷求車

なっている︒

を運営するトラボックス
は︑フード業界で最大級

大阪市に本社を置くラ

布していた︒この印刷は

効率を向上させることを

のＢ２Ｂプラットフォー

イフコーポレーション

全出力の約７割を占めて
ザーはパソコンからＷｅ

とができなかった︒

は︑全国に２００店舗を

いた︒

―ングで帳票データを閲覧

務の標準化や効率改善を

品を採用し︑グループ３

いた︒

グループ共通基盤を刷新

会計にＥＲＰを導入

計ツールとしてＳＶＦ

新システムは︑帳票設

を受け入れ採用すること

推進していき︑システム

る企業が利用している︒

管理基盤構築に着手し

社の会社統合による経営

題が出ていた︒また︑定

システムは提案から５

会員は日常の取引業務の

これまでの基幹帳票の

カ月という短期間で構築
機能の継続的な進化およ

効率化やコストダウン︑

ｄでいつでも最新のブル

有の﹁員数・重量管理﹂

への導入に当り︑業界特

スの現在地が確認できる

所や時刻表︑乗車予定バ

り︑電話でバスの乗車場

バスくるナビ導入によ

一方のフーズインフォ

し︑昨年８月に本番稼働
び強化に向けて取組んで

型・非定型を含めて帳票

を開始している︒グルー
いく考えだ︒

出力は︑発注台帳を本社

会計システムを提案︑グ
プでは︑課題の解決とと

院の受け入れが行える︒

ーカード情報を参照する

を標準機能として搭載し

ため︑教習生が送迎バス

度化︑ＩＦＲＳへの対応︑

テムの導入を検討してき
リーンスタンプ側がこれ

者の診察歴や摂取してい

システムは︑ブルーカ

ている鉄鋼・非鉄流通加

念されていた︒

ポイントサービスの企
たが︑課題解決や短期導

プロアクティブＥ２の

る薬などの情報を︑浪速

ことができる︒ⅰＰａｄ

工業向けシステムを採用

ⅰＰａ ｄで病状取得

にした︒

画・販売などを手がける
入などのメリットからプ

システム︵ＳＣＳ︶のＥ
ビジネスパートナーで︑

ードを患者のかかりつけ

雑な操作をせずに素早く

を使うことで︑ＰＣの複

供するⅰＰａｄおよびⅰ

ＲＰパッケージ﹁プロア

区３病院と近隣４病院間

ＡＸで送付︑医師会側で

医が記入し︑医師会にＦ

大阪市の浪速区医師会

アクセンチュアグループ

で共有するシステムで︑

合性が高く︑短期間での

クティブＥ２﹂を導入︑

ブルーカードで連携され

した︒

い︑旧グループ共通会計

地域間医療の情報共有に

必要な情報を取り出せる

アラジンオフィスの導

ＯＳアプリケーションを

に強いソピアが︑業務適

シンクボード・フォー・

ため︑救急時の受入体制

は︑病診連携システム

用を開始した︒

れた病院がかかりつけの

のＳＩ／ＥＲＰコンサル

た病院間であれば︑患者

エンタープライズにアッ

構築が可能で︑グループ

用いた企業向けドキュメ

ブルーカード︵病状急

本格稼働を開始した︒グ

ー・エンタープライズ﹂

情報を取得できるため︑

システムでは業務量の増
﹁ブルーガード﹂の情報

ント管理クラウドサービ

ーが稼働している︒その効

版のＷｉｎｄｏｗｓサーバ

ていた紙ベースの事務処

内部統制管理製品で
全国の端末一元管理

わせ対応の迅速化が実現

事務作業の簡略化や問合

行えるようになるなど︑

のために︑インターコム

ダインは︑内部統制強化

接着剤メーカーのセメ

セメダイン

ージーオーダーパッケー

理を︑１度の入力作業で

冷間圧造用鋼線を販売

した︒

な運用を開始した︒

ン︶﹂を導入し︑全社的

﹁ＭａＬｉｏｎ︵マリオ

ＩＴ資産管理システムの

の内部情報漏えい対策・
ジソフトとなる︒ヤシマ
庫管理システムを導入
し︑受発注処理の効率化
に成功した︒
ヤシマは︑ねじや特殊

庫管理システムの入れ替

名の企業で︑販売・在

線の卸売りを行う︑社員

使用される冷間圧造用鋼

位置情報サービス﹁セー

︵ＫＣＣＳ︶が提供する

ニケーションシステム

クールは︑京セラコミュ

コヤマドライビングス

ＧＰＳ端末﹁イチしる

が可能なレベルの高精度

ービスと︑走行車線判別

は︑ＫＣＣＳ位置情報サ

で︑その位置情報取得に

ィアが共同開発したもの

能︑社内グループウェア

出力に対するログ収集機

基幹業務データのＣＳＶ

ｏｎの導入の決め手は︑

管理している︒ＭａＬｉ

端末を管理者１名体制で

４２０台のウインドウズ

拠点をＶＰＮ接続し︑全

本社と全国の営業所９

えにあたり︑アイルの﹁ア

ブ・プラットフォーム﹂

バスくるナビは送迎バ

べ﹂が活用されている︒

携帯から送迎時間を確認

ラジンオフィス﹂を採用

を採用した送迎バス位置

バスくるナビは︑プロ

ービスとして導入した︒

便性を向上する新たなサ

スを利用する教習生の利

高さとしている︒

対応︑コストメリットの

のＷｅｂメール監視への

アラジンオフィスは︑

した︒

習慣にも対応した様々な

スタッフとインターメデ

中堅・中小企業特有の商

業種向け機能が特長のイ

ナビ﹂を導入した︒

情報システム﹁バスくる

ボルト︑パーツ用として

バスの現在地を取得

するヤシマは︑販売・在

受注処理の効率化に成功

を利用しやすくなった︒
を導入︑４月１日から運

入により︑同じ内容のも

企業への導入実績が豊富
共有システムに︑住友セ

作しており︑４ＧＢ以下の

最新マスタテーブルの読込

テムの立ち上がりにおける

のを複数枚手書き作成し

確保の迅速化が図れる︒

加に対して業務効率の改
なプロアクティブＥ２を

病院でなくても診察や入

メモリーしか使うことがで

そのため︑大容量のデー

業界特有の機能搭載

プロードすると︑ⅰＰａ

12

病状急変時などに搬送さ

善が困難なことなどか

変時対応カード︶は︑患

ダー処理に時間がかかって

ス﹁シンクボード・フォ

いた︒そこで︑様々なボト

メントシステム開発が提

経ち︑データベースの処理

ムは︑導入から５年以上が

ルネックの要因になるメモ

使った次期グループ共通

性能に多くの問題が露呈し

ら︑次期の共通会計シス

型サーバーに注目し︑トラ

要になる︒そこで︑無停止

ブルが少なく堅牢な設計や
パフォーマンス︑遠隔操作

ＯＳが動作可能な最新のｆ

血液検査システムについ

タを処理するためにページ

コヤマドラ
イビング

患 者 の 待ち時間を短縮

など充実したサポートの点

リーに着目し︑大量のメモ

ステムや血液検査システ

秒間隔で表示を更

ム︑一般業務系情報システ

新するため︑データベース

ｔサーバー６３００へのリ

ては︑外来の患者の ％以

から

東京・表参道の伊藤病院

から日本ストラタステクノ

には頻繁に最新情報の問合

てきた︒１８０台の端末が

は︑全国に数少ない甲状
ムなどをいち早く導入し︑

ロジーのｆｔサーバーを導

ビット

腺疾患専門病院として知ら

全国から来院する患者に的

プレースを行った︒

ＧＢの大容量メモリ

ｆｔサーバー６３００
は︑

ーが搭載されており︑大容

ビ

ース前のデータベー

ット版のＷｉｎｄｏ

量をサポートする

度な医療サービスを迅速に

供すると同時に︑待ち時間

検査を受けるため︑同シス

み処理時間が︑従来のシス

テムが停止すると電子カル

テムと比べて７分の１に短

停止が許されない電子カ

グが頻発することでＣＰＵ

縮した︒

ルテシステム︑血液検査シ

果として︑電子カルテシス

を短縮化できるように工夫

提供するために医師

たっている︒

がＩＴを活用して診療にあ

るとしている︒
一方︑電子カルテシステ

使用率の増加を招き︑オー

ングが頻発した︒ページン

きなかった︒

名を

ビット
ｗｓサーバー上で動

ス・サーバーは

リー搭載が可能で

月の開院

せが行われている︒リプレ

れ︑１９３７年

入した︒

無停止のシステムへ

確かつスムーズな診療を提

から先進の医療を患者に提
供している︒
１日あたりの外来患者数
は１０００人から１５００
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上が診察を受ける前に血液

伊藤病院
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を図っている︒

人となっており︑患者に高
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テシステムの停止に匹敵す
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ヤシマ

グリーン
スタンプ

ステムなどの重要なシステ
ムは︑高可用性と

同院は︑甲状腺疾患専門
診療に特化した電子カルテ

６５日の安定した運用が必

時間 ３

を中心とする診療系情報シ
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ループ各社の成長に伴
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帳票印刷は約 ％削減へ

コープ
こうべ
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ループ７社共通の会計シ

索︑日本Ｍ＆Ａサービス

超えるスーパーを展開し
おり︑コストと工数に課

会社統合にＥＲＰ

ている︒

基盤を整えたことになる︒

トラボッ
クスなど

に至った︒
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