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Case study

HP ElitePOS が変える

株式会社トニ−アンドガイジャパン
HP rPOS のの活用で

職人気質の世界をビジネス的な発想で改革

タカラベルモント
株式会社
サロンITサービス
開発課長
大間 好弘 氏

タカラベルモント
株式会社
サロンIT事業推進部
大菅 直樹 氏

ロンドンに本拠を持つ世界的な美容サロンチェーンTONI&GUY 。その
日本におけるフランチャイズ展開を担うのが株式会社トニーアンドガイ
ジャパンだ。日本国内に14 店舗を展開するほか、全国 18 の美容学校と
提携、サロン事業と教育事業のシナジーで美容業界を改革しようとして
いる同社だが、その改革に大きく貢献しているのがHP rPOSシリーズだ。

― HP

rPOSの導入は、ビジネスの意識にどのよう

サロン経営ビジネス

な影響を与えましたか。

―最初に会社の概要について教えてください。

てドンブリ勘定でした。会議などで、なんらかの数

雑賀

雑賀 シンプルにいうとサロン経営ははっきりいっ
字に言及しなければならない時にも、
「たくさん」、

1985年に東京・南青山に世界初のTONI&
GUYマスターフランチャイズサロン「TONI&GUY
JAPAN」をオープンしました。フランチャイズ1号店

「ちょっと」
といったあいまいな言葉で説明している

としての出店です。以来、最初は直営、そしてスタッ

私が代表になってからは、そうした言葉は会議での

世界です。

フを独立させてフランチャイズにといった展開で、

禁止ワードにしました。だって、
たくさん売れている

チェーンを拡張しています。私自身は 2010 年に

と思っていた美容製品も、
データを調べてみると半

イギリスから戻り、2012年に他界した父を引き継

年で 1 本くらいしか売 れてい なかったりするの

いで代表となりました。

です。

今の事業展開としてはサロンフランチャイズが主

職人は数字を嫌います。でもマネジメントではそこ

ですが、自分自身がロンドン本部の教育部門にい

をあえて攻めたいと考えます。そうすることで、全

た後に戻ってきたので、そこに力を入れて行きたい

体的な流れをうまくコントロールできるようになる

と考え、全国 18 の美容学校と提携し、産学協同を

からです。そのためのデータをきちんと示してくれ

目指すべくチャレンジしています。

るのがPOSです。定性、定量の両面で分析していく

つまり、美容学校の学生が一人前のスタイリストと

ことができますので、
これまで感覚でやってきたと

してデビューするための時間を短縮するために、

ころに、ちゃんとした探知機を付けていくことがで

カリキュラムを工夫し、型や流派に依存せず、
どこ

きます。そして、
どこにビジネスチャンスがあるの

に行っても大丈夫なものにすることで、学生が卒業

か、
去年と比べてどうなのかといったことを、
きちん

してサロンに入社したときに即戦力となる人材を

と判断することができるようになるのです。

育てようとしているわけです。

―POSの導入による効果をさらに具体的に教えて

今はその 2 本柱が事業の中心です。もちろんサロ

ください。

ンの方が収益性が高いですが、その背景には教育

雑賀

現場との連携が大きな効果としてあります。

たタイミングで、紙で残っていた昔のデータをシュ

ちょうど今年の 5 月にオフィスを引っ越しし

実際に提携校からサロンに来たばかりの従業員

レッダーにかけました。POSの導入によってあらゆ

も、通常であれば2年を要する技術を1ヶ月で修得

るものが統一感を持って把握できるようになったか

することができます。また、
カラーができるようにな

らです。売上等の数字だけではなくて、美容材料の

れば、立って先輩の仕事をじっと見ているという時

コントロールも上手くできるようになっています。

間も無くなります。つまり、技術にすぐに携われると

これは健全な経営をしていく上で、
とても素晴らし

いうことで、離職率低減という点でも貢献できるは

いことです。

ずだと考えています。

ただ、逆にアプリケーションの性能が高すぎてつい

私自身がイギリスから日本に戻ってきてから、教

ていけないところもあるんですね。それに、店舗

育とのかかわりの中で、色んなサポートをするこ

が増えていくと店舗ごとに統一したデータを入力

とで、教育がサロンの収益に結びつくのだという

していないケースもあって、有効なデータになっ

ことを痛感しています。ビジネスの観点で見ても、

ていないなどの問題点も生じます。これは使う側

かつてと比べて大きく変わったところじゃないで

の問題でもあり、自分たちで改善しなければなり

しょうか。

ません。

その詳細を同社代表取締役社長雑賀英敏氏、笹山愛氏（同社事業部
サロン運営課）、システムソリューションとアプリケーションを提供する
日本HPのパートナー、
タカラベルモント株式会社の大間好弘氏（サロン

ITサービス開発課長）、大菅直樹氏（理美容事業部サロンIT事業推進部）
らに話をきいた。
株式会社
トニ−アンドガイジャパン
代表取締役社長
雑賀 英敏 氏

株式会社
トニ−アンドガイジャパン
事業部 サロン運営課
笹山 愛 氏
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それでも職人気質が商売っ気に変わってきたこと
を確信しています。利益がないと始まらないという
のは、
かつての美容室にはなかった概念です。美容
師の地位を高め、生活をよくする、そして働き方を
変えていくためには、利益を高めるしかないのです
から。でも、そういうことは美容室では何も考えら
れていませんでした。

POS導入の初期にアシスタントだった世代が今で
は幹部になっています。昔の幹部は気持ち優先で
動いていましたし、
ビジネスの相方としてはそれも

HP RP9 G1 Retail System

大事なことなのですが、
とにかく数字を使ったプレ
ゼンができません。でも、今では若手を起用して営
業戦略チームを作れるようにもなりました。そし
て、自店舗のみならず、他の店舗を気にしたりする
ようにもなりました。
目標達成まで、あとどのくらいなのかを日々把握す
るようなことができ、個人的なところに落とし込ん
だ分析を理論立ててできるようにもなりました。
フィーリングによる判断が多かった場面で、事実を

HP RP9のワイド画面はより多くの情報を一度に一覧できるため分析作業もはかどる

裏付ける情報が容易に手に入るようになり、その
データをちゃんと見られているスタッフは売上げが

で、機能が充実していて、POSのおかげで新たな気

いないかもしれません。最近は、若いアシスタント

伸びています。美容師が自分の人気を半年単位な

づきが多くなりました。

が本部でもびっくりするような使いこなし方をする

どで見ることで、
自分の強みを明確に把握できるか

―もともとITには親しんでこられたのですか。

人を見かけます。なので、
これからに期待したいと

らです。

雑賀

ころです。

所在地

笹山

すね。自分 のパソコンやオフィスの 端 末などで

―HPのPOS製品についての要望はありますか。

東京都渋谷区神宮前3-25-12

タブレットと連携したカルテなどを使い、紙をなく

しょっちゅうチェックしています。幹部にハッパをか

大菅

すような方向で現場での活用を目指しています。

ける時などに使えるように、常日ごろから気にして

タイミングにあって今回のリプレースにつながりま

雑賀

います。

した。HP RP9を選んだのは比率16:9のワイド画面

顧客満足度は確実にあがっていますね。

顧客の引き継ぎなどでも効果が出ていま

管理画面や業績帳票などを見るのは好きで

ちょうど、以前のシステムがリース切れの

す。実は、顧客の言うことがわかっているふりをす

今回のHP rPOSシリーズへのリプレースができた

が望ましかったからです。以前は4:3でした。サービ

るのが美容師は得意なんです
（笑）。つまり、覚えて

ことがすべての面での目的をかなえてくれました。

ス業の POSは顧客情報をリアルタイムで見たい。

いるわけがないことを覚えていると言ってしまう

今、弊社では年間で約250本の講習をしていて、そ

履歴を見たいと、
いろいろな要望にこたえなければ

んです。たとえば前回ボブカットにした顧客がいる

の現場にスタッフの派遣があり、
ファッションショー

なりません。そのためにも多くの情報を表示したい

としましょう。どんなボブなのか、お客様も美容師

イベント等への派遣もあります。3店舗でそれをこ

ということでHP RP9を選びました。また、予約画面

も両方覚えていないんです。当たり前ですよね。で

なしているので、従業員に代休を与えたりといった

などは横方向に広いほうが使いやすいのです。

も、その証拠として写真付きのカルテがあれば、お

コントロールをするためにも、POSのデータが必要

互い理解した上で仕事ができます。そうすること

株式会社
トニ−アンドガイジャパン
FUJIBUILDING HARAJUKU 3F
代表者
代表取締役社長

雑賀 英敏

設立

1984年6月27日
資本

4,500万円

フィーリングと数字のバランス
で重要な決断を支援

ことを導 入したのですが、そ のためにいろんな

―ハードウェアとアプリの両輪で経営を支える

決断、難しい決断をするときに役にたったというこ

イメージを強く感じます。

とです。二店舗を一店舗に統合するほうがメリット

雑賀

があることを数字で見ることができたのです。従業

サロン経営は客単価を上げることがその収

シミュレーションをすることで緻密なデータが出せ
て、予算建てがうまくできたことです。やりたくない

益に直結します、美容材料ひとつとっても、メー

員に対してなぜそうするかを説明して説得しなけ

カーと購買量のバランスで単価が変わってきます。

ればならないので、あのときは本当に悩みました。

その価格交渉の際の政治的な場面でもうまく利用

背景には、
店舗スペースの家賃が上がったこともあ

できるようになりますね。

りましたし、利益が出る体質を維持するためにも正

顧客に対して新しい美容材料の提案をしたり、
カッ

しい決断をしたと考えています。もし、あのとき感

80名（2016年12月現在）

ト料金の値上げを検討するなど、単価を上げるため

覚で判断していたらきっと違う決断をしたに違いあ

サロン数

にはいろいろな方法がありますが、
ハイクオリティ、

りません。つまり、のるかそるかの大事な決断で成

14

また、HPのrPOSはオープンでクセがなく開発しや

ハイスピードを目指します。いわゆるVIP 顧客は

功できるのがPOS利用のメリットです。

グループ総数

です。
とにかく計画をたてやすくなりました。いわゆ

すい点も高く評価しています。

195名（2016年12月現在）

収益の8割を叩きだしているのですが、それをいか

POSはスタッフを納得させるだけの材料を提供し

で失客することが一切なくなりました。それがカル

るカリスマ美容師も、月に5日以上派遣で外に出る

笹山

てくれます。使えるかどうかはオーナー次第ではな

テの電子化の功績です。次回予約率が高まると

と売上げが落ちるといったことがわかるのです。

―本部にサーバーなどが設置されているのでしょ

URL
http://toniguy.co.jp/

に増やしていくか。減らさないようにするのかが重
要です。

いでしょうか。経営面では10年おきくらいに重要な

いった数字での効果も現れています。すると、今後

従業員は従業員で、
データを参照しながら、
自力集

うか。

の収益の予想もたてやすくなります。

客に努めるようになりました。メールやイベント参

大間

新たな気づきが
仕事のやり方を変える

加で名刺を配ったり、顧客に別の顧客を紹介しても

タカラベルモント側のクラウドで管理し、インター

らったりといった具合です。SNSを使っての集客な

ネットを介して直接データベースを書き換えてい

どもありますね。ウェブ展開などで、会社が費用を

ます。ただし、HP RP9はリッチクライアントなので

負担して集客を確保するというよりも、
どちらかと

―仕事のやり方にも影響はありますか。

いうと従業員に自力をうながす方向性が強くなっ

P O S アプリは ロ ー カ ル に ありま す 。私ども の
SALONPOSLinQ2という製品も店舗運営のノウハ

雑賀

てきています。

ウをアドバイスいただき、それを機能に反映させて

管理をしていきたいということで、入店から退店ま

新たな気づきとしては、新規顧客が10%くらいで

お使いいただいております。また、帳票系はブラウ

創業

での1時間あたりでどのくらい稼げるかといったこ

維持できればいいのですが、それを切ると伸びが

ザで他のPCなどからも見れるようになっています。

1921年10月5日

とまで細分化していかなければならないという模

悪化する原因になっていることもわかりました。

以前のシステムはネットワークに接続せずに、スタ

索をしました。

POSによる状況の見える化のおかげです。伸びて

ンドアロンで構築していましたから、
アプリのアップ

私どものサロンは、客単価は高い部類だと思いま

いるときは楽しくてしょうがないですよ。

デートが大変でしたが今は心配ありません。それ

すが、
データを分析してみて、単価の高さが生産性

日本のサロンマネジメントは世界でもトップクラス

に、売上げなどをリアルタイムで管理するのも不可

の高さにはつながらないことに気がつきました。そ

です。なのに美容室単価が低いのが現状です。とこ

能でした。

1,475名（2018年3月現在）

のショックは大きかったです。もともとなんとなく目

ろが、そのなかでも規模の大きい美容室が数多く

笹山

関係会社

指してはいたことですが、スピードも必要だと気が

存続できているのは、
きっとPOSを使いこなしてい

す。ハードウェア的には特に困っていません。お店

つきました。データはあるけれども気がついていな

るからなのでしょう。

のイメージを損ねない、おしゃれな外見も気に入っ

いことが多いんです。

私たちは、POSを入れたという点では日本のサロ

てます。理想をいえば設置スペースがもう少し小さ

POSは日々の細かい管理から統計を出すところま

ンの先駆者かもしれませんが、まだ使いこなせて

くなればいいですね。
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店長ミーティングの時に、
システムタイムの

画面は見やすくてとても使いやすいですね。

個々の POS機は独立しています。データは

HP RP9 の反応がいいので助かっていま

従業員数

タカラベルモント株式会社

これまででいちばん POSが役にたったと感じたの

決断をしなければならないのですが、
これまで何年

は、複数のサロンを統合して一店舗にまとめたとき

もかかりましたが、POS のおかげでフィーリングと

です。代休、年金といった普通の企業で当たり前の

数字のバランスがとれてきたように感じています。

大阪本社所在地
大阪市中央区東心斎橋2-1-1
東京本社所在地
東京都港区赤坂7-1-19
代表者
代表取締役会長兼社長

吉川 秀隆

設立

1951年7月1日
資本

3億円
従業員数

国内11社 海外15社
事業所数
国内58カ所 海外26カ所（関係会社含む）

URL
https://www.takarabelmont.co.jp/
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Case study

公益社団法人
宮崎県物産貿易振興センター
アンテナショップの POS 端末としてHP rPOSシリーズを導入
効率的な店舗運営とコスト削減を実現
Embedded POSReadyのほか、Windows 7や8も
選 択 可 能。モニター の 高さが調 整でき、角 度も
水平近くまで変えられるので、顧客との間に壁を
つくることなく接客することもできる。また、背面に
フルカラーディスプレイを搭載できるので、精算
待ちの間に購入商品と関連した情報を流すなど、
プロモーションツールとしても利用できる。

EC-REGI の 端 末としてHP の rPOSシリーズを選

業界

んだ理由について株式会社 クリエート システム

小売店

営業課 課長 久家栄二氏は、
「やはり、お客様から

目的

店舗運営の効率化や
行列の解消をめざし
POS を含むシステムを一新

• POSシステムの刷新により、効率よい店舗運営や顧客満足
度向上、
コスト削減を図る。
アプローチ

• 宮崎、東京、大阪にある宮崎県のアンテナショップにHP
rPOSシリーズを計7台導入。決済システムがPOSと統合
されるなど効率化が実現。

マンゴーや鶏の炭火焼、焼酎など、特徴的な物産が

IT構築
• HP rPOSシリーズとEC-REGIにより、基幹システムと連携
した使い勝手のよいPOSシステムを構築
• クレジットカードや電子マネーシステムをPOSシステム

多くのファンを持つ宮崎県の県産品。これらの多彩
な県産品のPR、販路拡大に取り組む唯一の公益的
物産振興団体が、宮崎県物産貿易振興センターで

と統合

ある。アンテナショップやオンラインショッピング

• 混み合うフロアにはPOS端末を増設できるようコンパクト

サイトでの県産品の販売や、物産展や商談会の

なモデルを採用

開催、新商品の開発支援、セミナーや研修会の

• プロモーション活用に向け、カスタマー向けの大型の
カラーディスプレイを装備

• 売掛処理に必要な伝票をPOS端末の操作で出力できる
機能を搭載
導入の効果

• 初期コストの削減とコンパクトなボディによりPOS端末を
増設でき、混雑を緩和

• HP rPOSシリーズにより、従来の専用POS端末に比べ
大幅にコスト削減

• クレジットカードや電子マネーシステムと、POSシステム
の統合により効率化とミスを誘発しない体制を実現

• 複 数 年 の 保 守 契 約や 充 実したサ ポート体 制により、
安心して利用可能

• 売 掛 業 務を POS 端 末で一 括 処 理できるようになり、
効率化を実現

地方自治体の産品を大都市で実物を見てもらうことでアピールし、
ファン

同センターは、
宮崎県庁内および東京、
大阪にアンテ

東京の新宿駅前にある宮崎県のアンテナショップ「新宿みやざき館KONNE

特に東京新宿駅前にある
「新 宿 み や ざ き 館

（コンネ）」は、
連日数百人が県産品を購入していくという人気店だ。同店を
運営する宮崎県物産貿易振興センターは、店舗運営の効率化やPOS端末
の増設、
コスト削減などをめざし、統合管理システムとPOSシステムを刷
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ナショップを持ち、県産品を展示・販売している。

KONNE」は、立地の良さと、ここでしか手に入らな
い県産品の魅力が人気を呼び、平日でも約500名、
土日になると約 1000 名が商品を購入していく。
2フロアの同店の1階には特に購入者が多い食品
が並んでおり、平日でも時間帯によってはかなり
混雑する。
しかし、従来はPOS端末が1台しかなく、
来店客を待たせていたと宮崎県物産貿易振興セン

電子マネーシステムとPOSシステムが別々だったために起きていた二重

ター 東京事務所 副所長 日高栄治氏は次のように

入力による煩雑な操作や入力ミスの危険性がなくなった他、端末の増

せしていました。5人、
10人並ぶこともあり、行列を

設によって、店舗の混雑緩和を実現。店舗運営の効率化やコスト削減に寄

株式会社 クリエート
システム営業課 課長
久家 栄二 氏

尽力している。

を増やすために欠かせないアンテナショップ。各道府県がしのぎを削る

新。POS端末には、HP rPOSシリーズを採用した。従来クレジットカードや

宮崎県物産貿易
振興センター
東京事務所 副所長
日高 栄治 氏

開催、貿易相談などを実施し、宮崎県の物産振興に

与している。

語る。
「特に土日は行列ができて、お客様をお待た
見て購入せずに帰られた方もいらっしゃったかもし
れません。
しかし、以前使っていた専用POS端末は、
コスト面からも、手続き面からも途中から1台増や

すというわけにはいきませんでした」

するとサポートがしっかりしていることが最大の

また、従来の POSシステムは、
クレジットカードや

魅力だと思います。当社が以前採用していたタッチ

ICカードリーダーが読み取ったデータを直接イン

パネル式の端末は、
サポートが1年しかなく、
サポート

ポートできなかった。そのため、
「POS端末に入力

を重視されるお客様には勧めにくいものでした。

した後、改めてそれぞれの決済システムで処理を

しかし、
HPなら複数年のサポートが可能で、安心し

行う必要があり、二重入力の手間がかかるうえ、

てお勧めできます。以来ずっとHP

入力ミスの原因ともなりかねませんでした」
と日高氏

セットで提案し、その中で開発を進めてきました」
と

rPOSシリーズと

は語っている。

語っている。

さらに、在庫管理や販売管理、発注管理などの店舗

2015 年 1 月には東 京で POSシステムのデモを

運営に必要なシステムが、各店舗1台ずつの特定

実施。統合管理システムの開発を待って連携をとり、

のPCからしか利用できないという課題もあった。

システムが完成。2015年6月より利用を開始した。

たとえば発注や販売、仕入れなど担当者が異なっ

導入されたHP

ていても同時に作業ができないので、お互いの
予定を調整しながら利用せざるを得ない。これで
は効率が悪いうえ、処理の遅れにもつながって
しまう。
そこで、
店舗運営に必要な統合管理システムおよび

POSシステムを一新し、同時にPOS端末の入れ替え
を実施することとなった。

万全なサポート体制や
デザイン、価格から
HP rPOSシリーズを選択

rPOSシリーズは合計7台。宮崎には、
15インチタッチパネルディスプレイを備えたオール
インワンタイプのHP RP7 Retail Systemを3台。
新宿店には、
省スペース型で14インチタッチパネル
ディスプレイを備えたオールインワンタイプHP
RP2 Retail Systemを3台。大阪には、東京と同じ
HP RP2 Retail Systemを1台である。日高氏は、
「新宿では元々 1階に2台置きたいと思っていたの
で、コンパクトなRP2を選びました」と選定理由を
語っている。

EC-REGIはパッケージではあるが、店舗の業種や
扱い品目によって使い方も異なるうえ、商品データ
ベースとの連携などが必要となるため開発や設定

宮崎県物産貿易振興センターは、2014 年秋口

が必要となる。久家氏は、
「HPには開発に必要な

から複数の提案を受け、検討を実施。提案内容や

機材を迅速に提供していただき、
開発もスムーズに

価格、サポート体制などを評価し、
11月にEC-REGI

進めることができました」
と語っている。

（クリエート）を含む、ひむか流通ネットワークの
提案を採用した。
同社の提案したPOSシステムは、
クリエートが開発
したアプリケーションEC-REGIとHPのPOS端末HP

混雑の緩和や
レジ業務の効率化を実現

rPOSシリーズで構成されている。EC-REGIは、スマ

新宿みやざき館KONNEにデモ機が届いたのが、

ホライクな 優 れた 操 作 性 や 高 度 な 分 析 機 能、

利用開始の10日ほど前のこと。一部のスタッフに

実店舗とオンラインショップとの連動など、多彩な

対してトレーニングを実施。そのトレーニングを

機能を備えた店舗運営のアプリケーションである。

受けたスタッフから他のスタッフに使い方が説明

そして、
EC-REGIを店舗で操作するためのPOS端末

され、さらに各自空き時間にデモ機にできるだけ

が、HP

触れるという方法で、全スタッフが一通りの使い方

rPOSシリーズだ。HP rPOSシリーズは、

従来の専用端末にはないスタイリッシュなデザ

を覚えていった。今回キー入力からタッチパネル

インを持つWindows搭載POS端末で、
Windows

入力に変わったこともあり、慣れるまでは人によっ
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Case study
宮崎県物産貿易振興センター

POS システム概要

クラウド

EC-REGI システム

データ連携

連携が必要な
データは共有
テ ーブ ル を
更新・読込

統合システム（ひむか流通ネットワーク社）

共有テーブル
販売データ

本部
・各種マスタ登録
・精算書発行
・売上帳票作成
商品マスタ

HP RP2 Retail System
みやざき物産館 KONNE

大阪事務所

新宿みやざき館 KONNE

株式会社 QUICK
ロングライフサポートにより
マスター媒体の作成・配付と検証のコストを1/5に削減
デジタルサイネージコントローラーとして
証券会社の店舗の「顔」を支える
日本経済新聞社グループの金融情報サービス会社として日本の証券・金

業界
金融情報サービス
目的

公益社団法人
宮崎県物産貿易振興センター

• デ ジ タ ル サ イ ネ ー ジ を 活 用し た サ ー ビ ス「QUICK
VisCast」のコントローラーの管理と運用の効率化を図る
アプローチ

本拠地

• 従来、コントローラーとして利用していた汎用デスクトップ
PCは機種変更のサイクルが早く、設置や保守で利用する

宮崎県宮崎市宮田町1-6
宮崎県庁8号館1階

て戸惑いもあったようだが、慣れるにしたがって

がなくなりミスを誘発する可能性もなくなりました。

東京事務所

抵抗感はなくなっていった。
「今はスマートフォンな

デザインもスマートで店になじんでいます」と

どでタッチ入力が増えており、特別なものではなく

語っている。

なっています。慣れの問題でしょう」
（日高氏）

今回、コスト削減や効率的な店舗運営を実現した

1998年（平成10年）4月1日

また、
POS端末から売掛業務が可能な機能を搭載

新 宿 み やざき 館 KONNE 。現 在、実 運 用 を 行 い

代表者

し、宮崎店で利用している。これにより、
POS端末か

ながら、よりよい使い勝手をめざし、いくつかの

東京都渋谷区代々木2-2-1
新宿サザンテラス内
設立

佐多芳大
事業内容
県産品の取引、
商談等に関して県内企業への支援

ら見積書、納品書、請求書を発行できるようにした。

調整を行っている。また、今回搭載したカスタマー

同店は県庁内にあり、県庁の職員が業務に必要な

ディスプレイの活用も行っていく予定だ。日高氏は、

サービス用マスター媒体の作成・配付や検証などに多く
のコストや時間を要していた。ロングライフサポートのHP
RP5 Retail System Model 5800シリーズを導入する
ことで同一モデルの長期調達を可能とし機種変更に伴う
課題を解決する

IT構築
• QUICKデータセンターとお客様の店舗に設置したHP
RP5 Retail System Model 5800シリーズをネットワーク
で結びコンテンツを自動配信

• HP RP5 Retail System Model 5800シリーズはWindows
Embedded OSを採用しておりOS面でもロングライフ
サポート。またQUICK VisCastで使用している既存のソフト

品物を購入する必要がある。その際には、
これらの

「従 来 の お 客 様 用 モ ニ タ ー は 数 字 が 1 行 表 示

の支援

書類が必要となり、従来は別の場所にある別の

できるだけでしたが、
10.4インチのフルカラーディ

国内外での物産展・見本市等の開催や参加

システムでこれらの書類を出力していた。これを

スプレイになったので、今後精算の待ち時間に、

• HPとQESの持つ全国保守網を利用

POS端末で出力できるようになり、大幅な効率化が

お客様にご購入いただいた商品と関連した商品の

導入効果

可能になった。

映像を流すなど、
さらに活用していきたいですね」
と、

• ハイパフォーマンスによりお客様のニーズが高い動画コン

新宿店は、現在混み合う1 階に2 台、2 階に1 台の

今後の抱負を語る。

HP RP2を設置している。導入メリットについて日
高氏は、
「POS端末が1台から2台に増えたことで、

HP rPOSシリーズは、これからも新宿みやざき館
KONNEの店舗運営を強力にサポートしていく。

県産品の開発、
改良、
企画、
デザイン等に関する県内企業へ

県内外アンテナショップ運営
貿易振興、国際経済交流に関する事業の開催や参加
貿易、海外投資、技術提携等海外取引に関する相談対応
スタジオ
アルタ
東京三菱
UFJ銀行
三井住友
銀行

東口
西口

ヨドバシ
カメラ

新宿駅

京王
百貨店

ルミネ
新宿

新宿
みやざき館

KONNE

ヨドバシ
カメラ

行列が短くなり、待ち時間も短くなったと感じて
います。また、
別々のシステムだったクレジットカード

中央東口

や電子マネー決済なども、すべてPOSシステムと
東南口
駅前広場

統合されたので、効率化が実現したうえ、二重入力

ウェア資産も継承

テンツもスムーズに表示

融市場を支えるQUICK。同社はデジタルサイネージを活用したサービス
「QUICK VisCast」の デジタ ル サ イネ ー ジコントロ ー ラ ー にHP RP5

Retail System Model 5800シリーズを導入した。従来の汎用デスクトッ
プPCは機種変更サイクルが早いため管理や運用に多くの作業コストがか
かっていた。ロングライフサポートのHP RP5 Retail System Model
5800シリーズを導入することでマスター媒体の作成・配付と検証に要し
たコストを1/5に削減。また動画コンテンツのニーズに応えるハイパ
フォーマンスで証券会社の店舗におけるお客様サービス向上とビジネス
チャンス拡大に貢献している。

国内の証券会社で
広く利用されている
「QUICK VisCast」

• 優れた堅牢性により店舗環境でも安定して動作
• 機種変更のたびにマスター媒体を半年に一回差し換えて

を支援する情報をディスプレイに表示できるのが
特徴だ。全支店のコンテンツの切り替え、表示スケ
ジュールの変更などはコンテンツの管理・運営を
専門でおこなう
「 QUICKコンテンツセンター」で

いたが、
ロングライフサポートにより新しいマスター媒体の

一括制御されるため利用する側に運用の負担は

作成は不要。
マスター媒体の作成・配付や検証に要するコスト

かからない。またQUICKが遠隔監視をおこなうこと

を1/5に削減
• HP RP5 Retail System Model 5800シリーズは4つのシリ
アルポートを備えており1台で最大4面のディスプレイを

でサービスの継続性を図るとともにトラブル時も
迅速な対応を可能にしている。
「2002年からQUICK

制御でき、
運用コストの抑制とともに店舗の省スペース化
にも貢献

VisCastのサービスを開始し

ています。現在、店舗に設置するコントローラーの

新南口

台 数が2,000 台、ディスプレイ面 数が3,000 面、
国内の証券会社で広くご利用いただいています」
と
コンサルティング営業本部 コンテンツサービス

新宿
タカシマヤ

インターネットや証券会社の店頭ディスプレイに
流れるマーケット情報。ディスプレイはもとよりPC、
タブレット、スマートフォンなど様々なデバイスを

株式会社QUICK
コンサルティング営業本部
コンテンツサービスグループ
次長
荻子 博史 氏

「QUICK

VisCast」においてコントローラーはサー

ビスとセットで提供される。従来、
コントローラーに

通じ、
金融取引に欠かせない市場データを正確かつ

汎用デスクトップPCを利用していたが、機種更新の
サイクルが早いため管理や運用の面で業務負荷の

グループの金融情報提供サービス会社QUICKだ。

増大が課題となっていた。

1971年創業以来、公正・中立の立場に立つ同社の
サービスは、証券・金融市場を支える信頼性の高い
インフラとして証券会社、金融機関、機関投資家、
通じた個人投資家まで幅広く利用されている。

株式会社QUICK
サービスプロダクト本部
ネットリテールグループ
部長
北川 雄一 氏

グループ 次長 荻子博史氏は話す。

リアルタイムに提供しているのが、
日本経済新聞社

一般事業法人から約1,200万人の証券取引口座を
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自動配信する。マーケット情報だけでなくセミナー
や商品広告などサービスを利用する企業のビジネス

製品選定では
ロングライフサポート、
高性能、保守対応を重視

同社の代表的なサービスの1つが、証券・金融業界

汎用デスクトップPCは3カ月ごとに機種が変わる

においていち早くデジタルサイネージを活用した

場合もある。従来、ある程度のロット単位で発注し

「QUICK VisCast」である。同サービスは、
サービスを

ていたが、
ロットごとに機種が違ったという。
「機種が

利用する企業の店舗に設置したコントローラーと

変わるたびにコントローラーとして使うために新た

QUICKデータセンターをネットワークで結び情報を

に設定をおこないイメージを作成していました。
9

当然、その都度検証も必要です。また保守用にマス

2012 年度に採用を決定しテストを実施した後、

ター媒体のコピーを複数作成し全国保守網に展開

イメージを作成し2013 年度半ば頃から展開を

しなければならず媒体コスト、送料、人件費など

開始。HP RP5 Retail System Model 5800シリーズ

多くのコストを要していました。」
とサービスプロダ

は Windows ベ ー ス の た め 移 行 も スム ー ズに

クト本部 ネットリテールグループ 部長 北川雄一氏は

おこなえ、既 存 のアプリケ ーションも 問 題 なく

振り返る。

動いている。現在、
HP RP5 Retail System Model

同社は利益に結びつかない無駄な作業コストを

後継の

に入った。店舗に設置するコントローラーは用途が

ペースで順次切り替えていく予定だ。

決まっており同社にとって同一モデルを継続して

HP RP5 Model 5800

利用できるメリットは大きい。また同社がロング
ライフサポート以外で製品選定で重視したのが
性能と保守対応だった。
「商品広告なども静止画よりも動画のほうが人の

株式会社QUICK
所在地
〒103-8317
東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号
日本橋三井タワー
代表者

1971年10月1日
資本

6億6千万円

マスター媒体の作成・配付や
検証に要するコストを 1/5 に削減
運用はもとより大きなコスト削減効果があらわれ

動画を求めるニーズは大きいです。ディスプレイ

ているという。
「従来、機種変更のたびに設置や

ボードの表示効果は性能に左右されます。お客様の

保守で利用するサービス用マスター媒体を半年に

ビジネスに貢献する観点から、従来のデスクトップ

一 回 差 し 換 え て い ま し た が、HP

System Model 5800シリー ズ の 新 コントロ ー
ラーではまだ一回もマスター媒体を変えていま

求めました」
（北川氏）。

せん。同一モデルである限りこれからも変える

保守対応面でのポイントについて荻子氏はこう

手間は不要です。マスター媒体の作成・配付や検証

話す。
「QUICK

セルフレジによる無人販売所

VisCastは全国にサービスを展開し

に要するコストを1/5に削減できました。コストだけ

目的

でなく作業工数を削減できたことで時間の有効

• 買物弱者の支援と地元経済を再生するICTを活用した

担当しているのは、日本経済新聞社グループの

活用にもつながっています」
（北川氏）。

ITプロ集団としてQUICKのシステムの開発･運用･
保 守を担っているQES です。QESと連 携し全 国

また従来の汎用デスクトップPCはシリアルポートが

ロングライフサポート、高性能、保守対応の3つの

1つしかなく、複数のディスプレイを使用する場合
はツー ルをアドオンして提供していた。HP RP5
Retail System Model 5800シリーズは4つのシリ
アルポートを備えており1 台で最大 4 面のディス

ポ イ ント を 満 たして い た の が、HP

プレイを制御できるため、運用コストの抑制と合わ

レ ベ ル の 保 守 体 制を実 現できることも重 要 な
ポイントでした」。

RP5 Retail
System Model 5800シリーズだった。

Windows 資産の継承、

店舗環境での利用に応える
堅牢性も採用のポイントに

せて店舗の省スペース化にも貢献する。
今後の展開について
「QUICK VisCastは証券会社に
とってシンボル的な存在です。また銀行、公共機関
など利用シーンも広がっています。HP

RP5 Retail
System Model 5800シリー ズ は い ま やQUICK
VisCastの要となる製品です。HPさんにはこれからも

事業内容

ロングライフサ ポ ートで 長 期 間 にわ たり同 一

お願いいたします」
と荻子氏は話す。

する総合的なソリューションの提供。

http://corporate.quick.co.jp/

業界

ています。実際にコントローラーの設置や保守を

ロングライフサポートを続けていただくことを

ネットワーク構築支援サービスなど、証券・金融市場に関連

変幻自在合同会社

PCは性能が低かったこともあり、新しいコントロー

HP RP5 Retail System Model 5800シリーズは

タイムで配信。資産運用支援、注文執行業務の支援、情報

セルフレジによる無人販売所を被災地の仮設住宅に設置
過疎地導入を視野に買物弱者の支援と地元経済の再生へ

RP5 Retail

625名（2015年4月1日現在）

世界の証券・金融情報をはじめ、政治･経済情報をリアル

HP ElitePad モバイルPOSソリューションを活用し

ラーには動画をスムーズに表示できる高い性能を

従業員数

日本経済新聞社グループの金融情報サービス会社として、

変幻自在合同会社
株式会社 NTTドコモ 東北復興新生支援室

新しいコントローラーになって2年半が経過し安定

目を引きやすいことから、お客様のコンテンツも

代表取締役社長 吉岡 昇
設立

5800シリーズは450台が導入されており今後は
Model 5810 も 見 据 え 年 間 200 台 の

削減するためにロングライフサポート製品の検討

Case study

モ デ ル の 調 達 を 可 能 と す る。ま たWindows

「情 報を価 値 あるも のに」同 社 のコーポレイト

Embedded OSを採用しておりOS面でもロング
ライフサポートであることに加え、QUICK VisCast

メッセージのもと証券･金融市場の発展に貢献する

で使用している既存のソフトウェア資産を継承

シリーズは証券･金融会社の店舗の「顔」を支えて

できる点も採用のポイントとなった。

いく。

無人販売所の核となるセルフレジを支える
アプローチ

• 無人販売所の顔となるPOSレジにWindows8.1対応のHP
ElitePadモバイルPOSソリューションを導入。HPタブレット
端末上で動くセルフレジのアプリはドコモが開発

IT構築
• HP ElitePadリテールドックおよびリテールジャケットに
よりPOSレジ機能を実現、豊富なインターフェイスにより
カードリーダーやバーコードリーダーを接続

• モバイル環境で無料のクラウドストレージを利用し購買
データや在庫データを管理
ビジネスの効果

• ATMに近いインターフェイスを実現し、なおかつ3ステップ
で簡単に購入ができるため高齢者にも使いやすい

• 卸業者をはじめ地元企業と連携し地域経済の活性化に
貢献

• 買物弱者の支援に加え、住民が集まる場所としてコミュニ
ティを活性化

• 気仙沼モデルをプラットフォームとして他の地域への
展開が期待されている

利用できることに加え、
カードリーダーなどの周辺機器との接続性が採用
うHPタブレットは安定稼働を続けている。今回の実績を踏まえ、
気仙沼モ

優れていることも評価された。
「お客様指定の場所に
設置する必要があり、マシン室以外の設置環境で
あっても安定して動作する堅牢性は重要です」
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リテールドックおよびリテールジャケットを装着することでPOSレジとして
のポイントとなった。
オープン以来、
無人販売所の根幹となる決済機能を担

店舗での利用を考慮し通常のPCよりも堅牢性に

保守対応に関してはHPとビジネス向けパソコンの

無人販売所
（気仙沼モデル）
だ。
NTTドコモ 東北復興新生支援室がコンセ

イルPOSソリューションを導入。汎用タブレットでありながらHP ElitePad

コントローラーとしての利用も増えている。また

（北川氏）。

2014年10月、気仙沼の仮設住宅近くにオープンしたセルフレジによる

銀行のATMに近いインターフェイスを実現するためにHP ElitePadモバ

変幻自在合同会社
代表社員
清水 隼人 氏

ハイパフォーマンスからデジタルサイネージの

増加が予測される買物弱者支援の取り組みとして注目を集めているのが、

プトとセルフレジのアプリを開発し、
地元IT企業の変幻自在が運営している。

QUICK 。HP RP5 Retail System Model 5800

POS端末や店舗サーバーでの導入が多いHP RP5
Retail System Model 5800シリーズだが、その

高齢者を中心に買物弱者化が進んでいる。今後高齢化が進展するほどに

QUICK VisCastの運用・保守を担う
QESのコメント

連携をベースにQESの全国保守網を利用できるこ

「コントローラーの故障対応のために様々な機種

とがポイントとなった。
「これまでもQESは全国レベ
ルの保守のニーズに応えてきました。今回も同様に

の部品を全国に配備していました。いまはHP RP5
Retail System Model 5800シリーズに統一した

いままで培ってきた保守網を活用できること は

ことで 在 庫 量 や 保 守 部 材 の 大 幅 な 削 減、より

大 き な 安 心と信 頼 につ な がります 」
（荻子氏）
。

迅速な対応を実現しています」

株式会社NTTドコモ
東北復興新生支援室
馬場 勝己 氏

デルはプラットフォームとして他の地域への展開が期待されている。

株式会社NTTドコモ
東北復興新生支援室
内藤 宣仁 氏
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にしました」
（馬場氏）。
買物弱者を支援するためにドコモの情報通信技
術を提供しセルフレジによる無人販売所を運営
していく。馬場氏が仕組みづくりで重視したのは
地元企業との連携だった。
「震災後、地元業者は
まだ完全に復活していない状態です。地元業者
に流通や卸を依頼するのは地元経済の活性化に
貢献するためです。地方創生の観点から住民と
地元業者の両 面 から 上 手くビ ジ ネ スをま わし
て い か な ければサービスの継続的な提供は不
可能です」
（馬場氏）。
てきた経験から、ボランティアだけで支援活動を
継続していくのは難しい。ビジネスとして成立さ
馬場氏がプロジェクトのパートナーとして変幻自

HP ElitePad

リテールドック＋リテールジャケット

在を選択した理由も地元の IT ベンチャーだった
ことが大きい。
「 ICTを活用した無人販売所では
地域のコミュニティとの信頼関係づくりがとても

りの雑草の手入れをしたり水捌けのために砂利

重 要 に なりま す。変 幻 自 在 は タクシ ー 会 社 の

を敷いたり住民のためのお店として地域に根付
いています」と無人販売所を運営する気仙沼市

Web サイトを構築するなど地元に深く根付いた
IT ベンチャーです。また清水さんはボランティア

〒988-0017

の IT 企業「変幻自在」の清水隼人氏は話す。

活動を通じて地元住民が抱える課題を肌で感じ、

宮城県気仙沼市南町2-2-25

少子高齢化や過疎化が進む中、食品や日用品な

無人販売所は地域の人々が顔を合わせるコミュ

ビジネスの視点でその解決に挑むことを大切に

代表社員

ど日常の買い物が困難な「買物弱者」が増えてい

ニケーションの場ともなっている。全国の過疎地

しています。今回のプロジェクトのパートナーを

る。買物弱者は過疎地に限らず高度成長期に建てら

導入を視野に「公共性＋商店」という新しいビジ

考えたときすぐに清水さんの顔が浮かびました」

れた大規模団地でも顕在化し始めており、経済産

ネスモデルを考案したのは、NTTドコモ 東北復

（馬場氏）。

業省ではその数を700 万人程度と推計。今後、高

興新生支援室の馬場勝己氏だ。馬場氏も清水氏

ドコモが売上げや在庫を一元管理するアプリを

齢化の進展に伴い大きな社会問題となっていく

も最初から無人販売所をつくろうと考えていた

開発し、変幻自在が無人販売所の運営をおこな

ことが予測される。

わけではない。両者とも「被災地のために役立ち

い、商品を地元の卸業者から仕入れる。問題はい

買物弱者対策として進められているのが移動販

たい」という強い思いで活動していく中で買物弱

かに高齢者を中心とする多くの住民に使ってもらえ

売や配送サービスなど宅配を中心とした取り組

者を救う気仙沼モデルが生まれた。

るか。この点では使いやすさと品揃えが重要なポ

みだ。店舗に行くことなく商品が手に入る利便性
はあるが、一方で移動販売車が来る日まで待た
なければならない。
「いつでも日用品を購入でき
る常設店舗がほしい」というニーズは地域を問わ

ボランティアではなくビジネス
として成立させることが重要

イントとなる。またコスト削減や展開のしやすさ
からシンプルなシステム構成が求められた。

午前 8 時から午後10 時まで
無人販売所の決済機能を
支える HP タブレット

Web： ホームページ・LP制作、
コンテンツ制作、
リスティング広告

Social： 買物、交通弱者の支援事業
（気仙沼市）

School：Web、Office関連技術で自立するためのスクール
（準備中）

http：//hengenjizai.jp/

の食品が陳列されている。商品を購入するHPタブ
レットを活用したセルフレジはコンパクトだ。
利用者の中心は高齢者と主婦層で、学校終了後
から夕方の間は子供や若者の利用が多くなる。1
日平均 10 人以上が商品を購入し地域の半数以
上の人が利用しているという。
「リピーターが多いですね。商品の補充をしてい
ると顔見知りのおばあちゃんが笑顔で話しかけ
12

スを備えており周辺機器との接続が可能だ。ま

や導 入 検 討 が 増 えて い るという。今 後 の 展 開

たコンパクト設計のためカウンター上に商品を置

について馬場氏は次のように話す。
「 HP タブレットと当社が開発したセルフレジのア
プリケーション、
カードリーダーをセットに、運営ノ

使 い や す さ で は3ステップ で 購 入 が 完 了 す る

ウハウも含めて気仙沼モデルをプラットフォーム

簡単さを追求したという。利用者はセルフレジ横

として展開していきます。運営や卸、流通は導入

でプリペイドカードを購入した後、①カードをリー

先の地元企業に依頼します。現在、多くの自治体

ダーに入れ、②バーコードリーダーで商品のバー

からお問い合わせや引き合いがきています」。

コードをスキャンし、③画面の購入ボタンを押す。

気仙沼モデルは、800MHz 帯を含む docomo の

対し説明会も開催した。
「高齢者の方でも説明会

ションや自治会による運営などの検討も進めら

室長

で実際にタブレットを使って体験していただくと、

れており、地 域 の 実 情に柔 軟に対 応できること

NTTドコモ取締役常務執行役員

みなさん使いこなせるようになります」
（内藤氏）。

も気仙沼モデルの特徴だ。

2014 年 11 月 オ ー プ ン 以 来、HPタ ブ レット を

変幻自在は気仙沼市内の無人販売所の運営と

の部署を立ち上げ、
これまで以上に被災地域の復興活動に

ほか、
カップ麺やスナック菓子をはじめ生鮮品以外

の無料券が当たるなどユニークなキャンペーンも実施。

開に適している。地元の流通業者とのコラボレー

者の立場に立つことを大切にしました。目指した

イレットペーパー、市指定ゴミ袋といった日用品の

る。また商品を購入すると地元の美味しいラーメン

セルフレジシステムを利用するために地域住民に

興新生支援室のメンバー募集に応募し選抜された。

宣仁氏は振り返る。

と馬場氏は話す。

株式会社NTTドコモ
東北復興新生支援室

くにオープンしたセルフレジによる無人販売所

した。その中で『買物が大変』
という多くの声を耳

レットでSkypeを活用しタクシーを呼ぶこともでき

LTE 回線を利用するため繋がりやすくカバーエリ

してきたことを受け、
ドコモとして復興活動を支援する専任

テナ型の店舗内に店員はいない。棚には洗剤やト

地元企業との連携も積極的におこなっている。タブ

けて『これだ! 』と。まさに求めていたものでした」

アも広いことから過疎地など様々な地域への展

いにくい。
「セルフレジシステムの開発では高齢

参加したNTTドコモ 東北復興新生支援室 内藤

コスト削減のために取り外しています」
（内藤氏）
。

ていましたが、同僚からHPタブレットの紹介を受

導してくれるから高齢者でもとまどうことがない。

興するための専門部署として立ち上げた東北復

足りないのか、ニーズを把握することから始めま

トをのせてワイヤーでつなげるといったことも考え

次にどのようなアクションをするべきか、音声で誘

2014年10月、宮城県気仙沼市内の仮設住宅近

売 所を運 営する新しいビジネスモデ ルだ。コン

に監視カメラを導入していましたが、
トラブルもなく

事業内容

当初はスーパーマーケットにあるようなセルフレ

氏のコンセプトに賛同しSEとしてプロジェクトに

絞り込んでいきました。最初は台の上にタブレッ

ジそのものだ。

ジを 想 定して い たという。だが、高 齢 者には 使

ことになりました。仮設住宅を訪ねてまわり、何が

「当初、
盗難防止とセルフレジの状況を確認するため

くスペースも確保できる。見た目もレジのイメー

い 」と思い、2011年12月にドコモが被災地を復

域住民間の厚い信頼のもとICTを活用した無人販

売れ筋も把握し仕入れに活かしている。

ドコモが取り扱ってる汎用タブレットということで

清水 隼人

氏は「出 身 地 で あ る宮 城 県 の た めに 何 かした

だくためにレジの雰囲気も大切にしました」
と、
馬場

ケート結果を反映しており、購買データなどから

他の地域から気仙沼モデルに対する問い合わせ

実現する取り組みとして注目を集めているのが、

生活を取り戻すための支援活動に本腰を入れる

せんでした。
リーダライターやバーコードリーダー

いったお店の個性も追求していきたい」
（清水氏）
。

これまで買物弱者支援で困難だった常設店舗を

する支援が課題となっている。気仙沼モデルは、地

商品のラインアップには地域住民に実施したアン

ElitePadリテールドックは豊富なインターフェイ

移して住民のサポートを開始した。
ドコモの馬場

また利用者が自ら決済することを理解していた

をもとに運営する変幻自在が商品を補充する。

ライターはWindows対応のものしか見当たりま

ることで POSシ ス テ ムとして 利 用 で き る。HP

いのが現状だ。

環境の整備をおこなった後、住民の方が通常の

タや在庫管理をおこなっている。在庫データなど

「当時、プリペイドカードを利用するためのリーダ

所在地

東日本大震災後、清水氏は物資輸送の支援活動

被災地では、
店舗の被災や高齢化により買物弱者に対

ンラインサービス「 Dropbox 」を利用し買物デー

め安心感をもたらす。

変幻自在合同会社

を機にWeb広告代理店を退社し気仙沼に住居を

のは銀 行 の ATMに近 いインターフェイスです。

ドを採用。プリペイドカードは残額が印字されるた

「買い物だけでなく、
ここにくると面白いことがあると

ず大きい。しかし常設店舗は人件費などコストが

「通信設備の早期復旧や仮設住宅のネットワーク

などにより10 万円台で導入が可能だ。またネット
ワーク回線もタブレットの無線 1 回線で、無料オ

リテールドックおよびリテールジャケットに装着す

かかりすぎるため過疎地などで実現するのは難し

（気仙沼モデル）だ。

することになった。また買い物時の決済は高齢者
に馴染みのあるバスカードと同じプリペイドカー

Windows8.1対 応 のHP ElitePadはHP ElitePad

てくれます。また住民の方が自主的にお店のまわ

買物弱者支援の取り組みとして
注目を集める ICT を活用した
無人販売所

徹底したコスト削減も図っている。今回のセルフ
レジはPOS専用機ではなく汎用タブレットの利用

などの周辺機器との連携がスムーズにできて、

清水氏も「被災地でボランティア活動をおこなっ

せることが重要です」と話す。

ATMに近いインターフェイスを実現するために
タッチパネル操作がおこなえるタブレットを利用

東北復興新生支援室長
髙木 一裕
設置

2011年12月
目的
東日本大震災の影響を受けた被災地域の復興活動が本格化

活用したセルフレジシステムは大きなトラブルも

気仙沼モデルのプラットフォーム貸出の両輪で

なく安定稼働を続けている。営業時間は午前 7時

ビジネスを拡大していく。
「買物弱者支援だけで

から午後 10 時、システムは24 時間稼働している。

なく、人が集まる場所づくりに貢献していきたい。

「気仙沼は漁師町なので朝の営業時間を早めて

コミュニティの活性化では、そこに人が来る理由づ

ほしいというニーズもあります。無人販売所の根

くりが大切です。気仙沼モデルは商品だけでなく

迅速に貢献できる事業運営体制を構築するために設置

幹となる決済機能を支えるHPタブレットは長時間

サービスを販売することも可能です。児童館や集

ミッション

でも安定して動いており、営業時間の拡大にも柔

会所など気仙沼モデルを導入することでその場所

・地 域 社 会に寄り添 い、モバイル・ICT でつなぎながら、

軟に対応することが可能です」
（清水氏）。

に付加価値を創造することができます」
（清水氏）。

東北が笑顔になるサービスを創造します
・東北で培ったノウハウを活かし、日本社会の課題解決に
つなげます
・東 北 をフィー ルドにスマ ートライフのパイオニアを
めざし、
ドコモのブランド価値向上につなげます

http：//rainbow.nttdocomo.co.jp/

運営ノウハウも含めて
気仙沼モデルをプラットフォーム
として展開

日本全国の買物弱者を支援し、地元経済の再生
とコミュニティの 活 性 化に貢 献していく気 仙 沼
モデル。利用者との接点となるHP タブレットは
お店の顔となる。

ビジネスとして成立する目途も立ってきたという。
「利用者は着実に増えており1カ月の売上げは平
均3万5,000円です。この売り上げ規模だと4店舗
を展開するとビジネスとして成り立ちます。
無人販売所
なので気仙沼市内での展開では業務負荷もそれ
ほどかかりません。市場規模やニーズなどの調査、
分析をおこない、その結果に基づき設置場所は選
定しますが、運営に限って言えばスタッフ1人で
（清水氏）。
10店舗の対応が可能と考えています」
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は社内システムと連携するためWindows 対応が

バニラ・エア株式会社

求められた。
「今回、システム開発をお願いした
開発元からお聞きしたところ、Windowsタブレッ
トではチェックイン端末として利用するために装

自動チェックイン機に
HP ElitePadとリテールドックの一体型を導入
従来専用機との代替を実現し低コストとともに
品質、
セキュリティを追求

着しタブレットを支える筐体がないとのことでした」
とバニラエアの ICT 部 毛利有美子氏は振り返る。
また無線をあまり使用したくないという空港内
の事 情 も 課 題となった。
「安 全 性 だけでなく処
理スピードの面で無線ではなく有線 LANで社内
システムと連携する必要があったのです。当初タブ
レットとパソコンの 2 台構成という案もありました。
コストも高くなりますし構成がシンプルではない
ということで、結局開発元が専用の筐体を製作
することになりました」
（毛利氏）。
筐体を別に製作することはコストやデザインの
一体感の面で課題は残った。検討している時間
が もうな い 最 終 段 階 で、
「タブレットと筐 体 の

業界

一体型の提案がありました。開発元はリテー ル

航空運送事業（国内線・国際線）

テックJAPAN（流 通 情 報 シ ス テ ム 総 合 展 ）で

目的

Windows タ ブ レット の HP ElitePad 1000Gに
HP ElitePadリテールドックを装着することでPOS

• 自動チェックイン機の導入において従来専用端末から

ミッション・コンセプトは
Simple、Excellent、

汎用品のタブレットに代替することで低コストを追求し
つつカウンター業務の効率化を図る

New Basic

アプローチ

• HP ElitePadとリテールドックの一体型ソリューション
（HP MX10）
を活用した自動チェックイン機を展開。成田
に3台、沖縄に3台、札幌に3台、奄美大島に2台を導入。

な キャンペ ーンなどの 戦 略 も 急 成 長 の 要 因と
なっている。バニラエアは普段飛行機にあまり馴
染みのない若年層を主要ターゲットとする。ビジ
ネスマンの お客 様は少 な いという。またリゾー

2015 年のお正月、ゴールデンウイーク、お盆の

ト路 線 をメインとし地域の活性化にも貢献して

汎用品を上手く組み合わせてコストを抑えながら高い

国 内 線、国 際 線 の 搭 乗 率でトップを競 い 合った

いる。バニラエアの就航により奄美大島は沖縄に

品質を実現

バニラエア。2015 年 9 月の搭乗率も89.6%と常

次ぐ日本の南国リゾートとして多くの人が訪れるよ

に90%近い搭乗率を維持している。好調の理由

うになった。格安キャンペーン「わくわくバニラ」

は価格の安さだけではない。日本ならではのLCC

や電車で利用する感覚で使える回数券はすぐ売

IT構築
• 空 港 内 の 安 全 性 と 処 理 速 度 の 観 点 から、Windows
Embeddedを採用したHP ElitePadにリテールドックを
装着し有線LANで社内システムと連携
• 既存パッケージソフトを流用しながらも、文字の大きさや

（格安航空会社）という新しいビジネスモデルが

導入効果

• チェックイン処理がスムーズに行えるHP ElitePadの高い
性能と、様々なお客様が利用しても壊れにくい堅牢性に
より信頼性の高い安定した運用を実現
ドックは筐体にねじ
• タブレットとドックは物理的にロック、
止めすることで盗難を防止

• HP ElitePadとリテールドックの一体型はデザインも統一感
があり見た目もスタイリッシュ。またコンパクトなサイズに
より省スペースを実現し自動チェックイン機の設置場所代
を削減

• 搭乗者の65%が自動チェックイン機を利用、今後認知度を
高めて利用率の向上へ

満たしていることも高く評価された。

HP ElitePadはチェックイン処理をスムーズに行える
高い性能と、
様々なお客様が利用しても壊れにくい

バニラエアの前身となるエアアジア・ジャパンは

6路線を就航。飛行機に搭乗するお客様の満足度に

2011 年 8月に設立し2 年後の 2013 年 10月に一
時運航を休止。2013年11月、
バニラエアはANAホー
ルディングス100%出資の新しい日本のLCCとし

チェックインはお客様サービスの向上につなが
る。搭乗者数が増加するほどに課題となるチェッ

て生まれ変わった。

クインの効率化を図るべく、バニラエアは 2014

国内で唯一、国内航空会社が100%出資するLCC

年 8 月から順次自動チェックイン機を導入。端末

としてバニラエアが目指しているのは、シンプル

にHPタブレットを採用し、
目指したのはSimpleかつ

汎用機での代替を可能にしたのがHP ElitePadとリテールドックの一体型

な商品・サービスをベースに価格以上の満足を

Excellentなセルフチェックインサービスだ。

チェックイン 機 にねじでしっかり留 めることが

ソリューション
（HP MX10）
だ。
HP ElitePadはOSにWindows Embeddedを

Simple 、Excellent、New Basicの3つのキーワード

従来専用端末の代替として
HP ElitePad とリテールドックの
一体型ソリューションを採用

デザインは見た目もスタイリッシュで、
コンパクト

日 本 ならでは のLCCとして 成 長 を 続 けるバニラエア。同 社 はSimple、

Excellent、New Basicをミッション・コンセプトに掲げ、低コストと品質の
両立を徹底追求している。その姿勢は自動チェックイン機の導入において
も顕著だった。従来、
自動チェックイン機では専用端末を利用していたが、

採用し有線LAN接続による社内システムとの連携を実現。
HP ElitePadの

提 供 することだ。そ のミッション・コンセプトを
であらわしている。
「高い品質と安い運賃は相反すると思われがち

大きく影響するのがチェックインだ。スムーズな

堅牢性に加え、物理的なセキュリティの確保による盗難防止の強化も

ですが、決してそうではありません。お客様が本

図っている。
2014年8月から国内線、国際線に自動チェックイン機を展開し、

らずSimpleにサービスを提供していく。Simple

化を目的にどの航空会社も自動チェックイン機を導入

だからこそすべてのお客様が気軽かつスマート

している。
2013年11月に誕生したバニラエアもチェッ

に旅を楽しめます。また Simple でありながら日

クインのセルフ化が急務だった。立ち上げ時の多忙の

本のお客様のニーズにExcellent な品質の運航・

中、
自動チェックイン機の検討を開始できたのは2014

業務の効率化を図っている。

当に必要とされているサービスにフォーカスし飾

サービスで応えていく。旅の移動手段としての役
る旅の New
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を採用したのは、汎用機のためコストを抑制できる
ことだけではない。同社のニーズを高い次元で

島）、国際線 3 路線（成田 = 台北、香港、高雄）の計

割を満たしながら一歩先の使いやすさを実現す

バニラ・エア株式会社
ICT部
毛利 有美子 氏

ElitePadと

現 在、国 内 線 3 路 線（成 田 = 札 幌、沖 縄、奄 美 大

常に搭乗率90%近くを誇る同社のお客様サービスの向上とカウンター
バニラ・エア株式会社
ICT部長
近藤 貴仁 氏

同社が従来専用端末の代替としてHP

※1
リテールドックの一体型ソリューション
（HP MX10）

掴んでいるからだ。

イスにこだわりバニラエア仕様に変更
ランニングコストを削減

ていたものでした」
（毛利氏）。

日本国内はもとより海外の多くのお客様の心を

シーズンごとのメッセージ表示などユーザーインターフェ

• 自動チェックイン機の設置や保守を同社のICT部で担当し

り切れてしまう人気のメニューだ。

システムとして 利 用 で き るという展 示 を 見 て
『これだ』と思ったそうです。私たちがまさに求め

Basicになっていきたい。当社が大

チェックイン時の混雑緩和とカウンター業務の効率

年5月頃、
導入予定時期は3か月後に迫っていた。

堅牢性
（米国調達基準をクリア）
を備えている。
また

OSにWindows Embeddedを採用したHP ElitePad
をリテールドックに装着することで、有線LANを通じ
て社内システムと連携できる。
さらに同社が重視した
のは物理的にセキュリティを確保できるという点だ。
「空港内に24時間設置しておくため盗難防止対策
は不可欠です。HP

ElitePadとリテールドックを

物理鍵でロックしたうえで、
リテールドックを自動
できる。セキュリティは万全です。統一感のある
なサイズにより省スペースを実現し自動チェック
イン機の設置場所代も削減できます」
（ 毛利氏）。
※1:

HP ElitePadをリテールドックに装着するため

にはリテールドックまたはリテールケースが必要

既存パッケージソフトを
流用しながらも、
ユーザーインターフェイスを
バニラエア仕様に変更

「自動チェックイン機の導入ではゼロから開発す
るのではなく、汎用品を上手く組み合わせてコス

2015年6月、バニラエアはHP ElitePadとリテール

切にしているのはお客様に『バニラエアらしさ』

トを抑えながら高い品質を実現するというコンセプ

ドックの一体型ソリューションの採用を決定しアプ

を楽しんでいただきたいということです」とバニ

トで製品の選定を開始しました。従来専用端末は

リケーション開発に入った。
「アプリケーション開発

ラエアの ICT 部長 近藤貴仁氏は話す。

コストが高くなるため汎用品を活用するという観

のテーマも低価格で品質は落とさない。この点に

2015年8月、バニラエアは累計搭乗者数 200万

点からタブレットに着目しました」
（近藤氏）。

尽きます。既存のパッケージソフトを流用しながら

同社が自動チェックイン機に採用するタブレット

もユーザーインターフェイスにこだわってICT部で

人を突破。ターゲットの設定や路線の選択、お得
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カスタマイズすることにより低コスト、
高品質、
短納期を
実現できました」
（近藤氏）。
国内線の自動チェックイン機の利用の流れは、
まず

クラフト株式会社

お客様がQRコードをかざすか予約番号を入力す
る。お客様の名前が表示され、
座席についての質問
がありチェックインが完了する。国際線の場合、途

HP ElitePadとリテールドックにより

中でパスポートをかざしてパスポート情報の登録

汎用タブレットによる薬局の調剤監査
システムを安価かつ省スペースに構築
閲覧用タブレットとしての活用も視野

をおこなう。
全体の流れは既存パッケージソフトをベースにICT
部がユーザーインターフェイスをバニラエア仕様に
変更した。
「10.1インチの画面サイズでも見やすいように情報
を絞り込み、
できる限り文字を大きくしました。イラ
ストを使って操作をわかりやすく説明する工夫もし
ています。またバニラエアは、座席指定が有料のた

HP ElitePad

リテールドック＋リテールジャケット

バニラ・エア株式会社

め座席指定機能を省いています。自動チェックイン
時に座席指定をすると結局カウンターに行かなけれ

の 人 に渡して差し換えてもらいます。現場ではエ

ばならないからです。言語は日本語、英語、台湾語

ラーコードの分類もしっかりおこなっています」

（繁体字）
の3か国語に対応しています」
（毛利氏）
。

（毛利氏）。

リゾート路線ならではの演出もおこなっているとい

現在、搭乗者の 65%が自動チェックイン機を利用

う。
「お客様の気持ちがはずむように、
メリー・クリス

しているという。国際線は手荷物を預ける人が多

成田国際空港 第2旅客ターミナル内

マスなどシーズン毎に一言メッセージを表示して

いためそこまで利用が進んでいない。

代表者

います。設定変更は遠隔からリモートでおこなって

所在地

代表取締役社長

石井 知祥

います」
（毛利氏）。

設立

2011年8月31日
資本

150億円（うち資本金75億円）
従業員数

520名（2015年6月1日現在）
事業内容
航空運送事業
（国内線・国際線）

http://www.vanilla-air.com/

搭乗者の 65% が
自動チェックイン機を利用、
今後認知度を高めて
利用率の向上へ
2014年8月から9月にかけてHP ElitePadとリテール

「国内線も国際線もまだまだ自動チェックイン機
の認知度が低いのが現状です。ご旅行に慣れて
いないお客様はチェックイン自体もよくわからな
いケースもあり、どうしてもカウンターに並ぶこ
とになります。より多くのお客様に自動チェックイ
ン機の利便性を知っていただき利用率を高めて
いくことが今後の課題です。また自動チェックイ
ンだけでなくセルフ化を進めてお客様ご自身で
いろいろなことができるようにしていきたい。HP

ドックの一体型ソリューションを活用した自動チェック

さんにはタブレットや技術の進化により
『もっとこ

イン機を成田3台、沖縄3台、札幌3台、奄美大島

ういうことができる』といった先進的な提案を期

2台と国内線に順次展開。国際線は成田空港に
2015年4月に導 入した。各 空 港 へ の自動チェッ
クイン機の設置もICT部でおこなったという。

待しています」
（近藤氏）。
と品質を徹底追求する日本の LCCとしての「バニ

「自動チェックイン機のセットを当社の飛行機で

ラエアらしさ」を支えている。今後、路線網の拡

経営から現場のスタッフまで不断の努力が低コスト

運んで設置し配線も自分たちでおこないました。

充も視野に、安全運航と高い運航品質のもとリ

ハードウェアもソフトウェアもランニングコストを

ゾート路 線 の LCCとしてさらに飛 躍 するバニラ

抑えるために保守契約を結んでいません。保守
が 必 要になった場 合は、予 備 のHP ElitePadとリ
テールドックをフライトアテンダントに託し現場

エア。HP

ElitePadは同社のミッション・コンセプト
Basic 」を自動チェッ

「 Simple 、Excellent 、New

業界
調剤薬局
目的

• 調剤監査業務にタブレットを活用し、コストを抑制しなが
ら、調剤ミスの防止を徹底する
アプローチ

• 従来目視中心だった調剤業務の正確性を高めるため、
HP ElitePadとリテールドックの一体型ソリューション
（HP MX10）を活用した調剤監査システムを直営店に
展開。患者に対して薬の品目や量を間違えずに提供す
るための環境を整備する

IT構築
• 基幹システムとの連携が容易なWindows 8.1搭載の
HP ElitePadにリテールドックを装着し調剤室に設置
• リテールドックの豊富なインターフェイスにより、バー
コードリーダーと電子天秤、静脈認証を接続

• 現場の業務改善ニーズに応じて変更可能な内製システ
ムをフル活用するため、専用端末よりも汎用端末である
ことを重要視。投資対効果の高い進化系システムの構
築を目指す
ビジネスの効果

• バーコードリーダーと電子天秤、静脈認証をリテール
ドックに接続することにより、投薬時の薬の品目と量の
正確性を確保。業務負荷を大きく変えることなく、調剤
監査の質を向上

• コンパクトなタブレットを活用することで、場所に限りが
ある調剤室にもスッキリと設置

• 接続機器は多いが接続や配線の取り回しが容易なの
で、店舗展開がスムーズ

全国に調剤薬局「さくら薬局」
を展開するクラフトは、
より正確な調剤を
実現するため、
HP ElitePadとリテールドックの一体型ソリューションを
採用した調剤監査システムを自社構築し、
480 店舗への導入を決めた。
多彩なインターフェイスに対応したリテールドックにより、
RS-232Cが標準の
電子天秤の接続も可能に。
コンパクトで高性能なHP ElitePadにより、
場所に

クインサービスで実現している。

限りのある調剤室にもスマートにシステムを設置することができた。
これに
より、
薬の品目と重量をシステムが検知しチェックできるようになったので、
万一のヒューマンエラーを確実に補足。
ミスを未然に防げるようになった
ことは、
患者の安心につながると共に、
薬剤師にとっても安心して働ける環
クラフト株式会社

境となっている。

さくら薬局グループ
薬局事業部 課長
竹内 良成 氏

クラフト株式会社
システム室 室長
加藤 孝範 氏
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が見つからないという悩みを抱えたまま、
2015年3
月に東 京 で開 催された展 示 会「リテー ルテック

JAPAN（流通情報システム総合展）」に出向いた。
そこで目にしたのが、HP ElitePadとリテールドッ
クの一体型ソリューション
（HP MX10）である。HP
ElitePadとリテールドックの一体型ソリューション
は、Windows 8.1を搭載した10.1インチタブレット
「HP ElitePad」
と、多彩なインターフェイスを備え、
HP ElitePadを省スペースで使い勝手のよい状態
で設置できる「リテー ルドック」を組み合わせた

登録。以後、その重さが基準となるしくみだ。

今回オープンなHP

ソリューション。POSレジシステムで利 用される

薬剤師にとっては、従来なかった重さを量るという

体型ソリューションをベースにアプリケーションを

ケースが多いが、
クラフトはそれを調剤監査システム

作業が増えたわけだが、HP

自社開発したことで、既製のソリューションに比べ

に活用した。

ドックの一体型ソリューションによって、それほど負

安価に、
自社の業務にマッチしたシステムを構築で

荷は増えていないと、竹内氏は次のように語ってい

きたことも、
クラフトにとって大きなメリットとなっ

る。
「薬をバーコードリーダーにかざして、その横の

ている。

ハードウェアをHP

ElitePadとリテー ルドックの

一体型ソリューションに入れ替えて、改めて店舗で

調剤監査システムを一新し、
新たに重量チェックを加え、
品目のチェックも厳格化
全国に調剤薬局「さくら薬局」を展開するクラフト
は、調剤薬局チェーンの草分けとして、
1983年に
東京都板橋区に第一号店を出店。以来、他社に先
駆けて24時間処方箋を受付けたり、サービスの向
上に努めてきた。さらに、在宅介護支援にも取り組
み、いまや総合的な医療サービスを提供するヘル
スステーションとして進化を続けている。このよう
な取り組みが多くの患者に評価されている。
さくら薬局がとりわけ注力しているのが、複数の医
療機関から処方される多くの薬を服用する高齢者
が薬を適正に服用できるようにするための支援と、
ヒューマンエラーを防ぐ安全対策である。とりわけ、

HP ElitePad

リテールドック＋リテールジャケット

ElitePadとリテー ル

のテストに臨んだ。

電子天秤に乗せるという一連の流れで作業できる

HP ElitePadとリテールドックの一体型ソリューション

ので、それほど負荷を増やすことなく、量の確認が

の選択理由について加藤氏は、
「まずは、
リテール

可能になりました。バーコードが読めないケースで

ていても、ミスを完全になくすことはできません

ドックを使うことで、
タブレットながらRS-232Cの電子

クラフト株式会社

も、重さが間違っていれば品目か量の違いが予想

でした」

天秤も接続できる点を評価しました。また、
OSが

所在地

されますし、重さのチェックにより他の品目の混入

そのころ、2015年7月までに薬の品目を識別でき

Windowsなので、当社のシステムをそのまま利用

東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル10階

をチェックすることも可能になりました。また、今ま

るバーコードを、外箱だけでなく薬のシートごとに

でき、
基幹システムとの連携も容易です。画面サイズ

設立

で棚の引き出しに貼っていたバーコードを貼る手

も印刷するよう義務づけられたこともあり、この

も10.1インチと小さすぎず、大きすぎず、ちょうど

バーコードを活用することを検討。患者に対して

いい大きさでした」
と語っている。

処方箋通り正しい薬を提供するための、新しい調

テスト導入を経て、
2015年8月からHP

剤監査システム構築に向けて、プロジェクトがス

リテールドックの一体型ソリューションの導入を

タートした。

開始。全国の480店舗に各1 〜 3台、
計914台の導入

コンパクトで
Windows を搭載し、多様な
インターフェイスに対応した
HP ElitePad とリテールドックの
一体型ソリューションを採用

安全対策への取り組みは長く、薬の正しい提供の

クラフトでは、薬の品目と同時に数量も確認する

ためのシステム化に力を入れてきた。

システムを目指した。その理由について竹内氏は、

ElitePadと

を進 め、すでに462店 へ の 導 入を完 了している
（2016年4月26日現在）
。

新たな作業が増えるも
一連の流れで作業できるため
薬剤師の負担増は最小限に
調剤監査の厳格化を実現

1982年10月

HP ElitePad の

モバイル性能を活かした
使い方も検討していく

間はなくなったので、その点は店舗の負担が減って

代表者
代表取締役社長

ElitePadとリテールドックの一

森要

資本金

います」
店舗への展開は、竹内氏が中心となって、
まず各地

1億円

域を担当するエリアマネージャーに設置方法や使い

従業員数

方を指導。その後は、エリアマネージャーが店舗に

3,205名
事業内容
薬局の経営

http://www.kraft-net.co.jp/

出向いて、設置と各店舗スタッフへの指導をおこ
なった。
「PCだと配線が結構複雑で、
線の取り回しの
ために机の下にもぐったりしなければなりませんが、
タブレットなので基本的に置いてつなぐだけです。
タブレットにはアプリケーションをセットアップして渡
しているので、接続すればすぐ使える状態になって
おり、
大きな問題なく展開できました」
（加藤氏）
なお、調剤監査システムはいくつかのベンダーに

HP ElitePadとリテールドックの一体型ソリューション

よって専用機が提供されているが、
クラフトでは自

たとえば、薬は品目ごとに引き出しに仕分けられ、

「患者様に間違った薬や数量をお渡しすることは

には、バーコードリーダーと電子天秤、静脈認証

社開発を選択している。
「専用機によるシステムは

各引き出しにバーコードを添付。薬を取り出す際

許されません。そのため薬剤師は十分なチェック

リーダーを接続。バーコードリーダーは固定し、

高価なうえ、自由にシステムを作れません。自社で

にバーコードリーダーをかざして間違った薬を選

をおこなっていますが、
ごく稀に、慣れや思い込み

その下に薬のシートに印刷されたバーコードを

構築すれば、現場の要望に合わせて修正しながら

今回クラフトは、HP

使い勝手を高めていくこともできます」
（加藤氏）。

一体型ソリューションを調剤監査システムに活用し

ElitePadとリテールドックの

んでいないか、チェックする。また、粉薬の量を自

が原因で、間違えを見過ごしてしまうことがありま

かざせば読み取れるようにしている。

動チェックする散薬監査システムや、調剤薬の渡

す。このようなヒューマンエラーを排除するため

新システムを利用した調剤監査の流れは次の通り。

たが、HP

し間違いをチェックするカウンターカメラなど、IT

にも、システムでのチェックをおこなうことは効果

処方箋に書かれた薬を準備する。最終チェックの

十分に利用できるので、これ以外の使い方にも

を活用しながらヒューマンエラーを最小化するた

的だと思っています」と説明する。そのため、
クラ

段階で、準備された薬のシートに印刷されたバー

活用していきたいと考えている。

めの取り組みを進めてきた。
しかし、完全とはいえ

フトではバーコードで薬の品目を確認するのと併せ

コードをリーダーにかざし、
電子天秤に全量を乗せる。

竹 内 氏 は、
「店 舗 で は 各 種 帳 票 類 の 印 刷 など

ElitePadは一般的なタブレットとしても

なかったと薬局事業部 課長 竹内良成氏は次のよ

て、重さを計量し、正しい薬を正しい量で渡してい

万一薬の品目や数量が処方箋と異なっていると

紙ベースでの運用も多いため、ペーパーレス化に

うに語る。
「万一薬剤が間違った引き出しに充填さ

るかを確認するシステムを目指した。

アラートが表示され、薬剤師に再確認を促す。薬剤

よるコスト削減も課題の一つです。各店舗にHP

れていると、棚のバーコードではわかりません。ま

まず2015 年 2月に新システムの試作版を作成し、

師にとっては、今まで慣れた業務フローが変わるこ

ElitePadを配置しているので、必要に応じてリテール

とになるが、概ね好評で利用が進んでいるという。

ドックから外し、閲覧用タブレットとしても活用して

た、数は目視で確認していたので、十分注意はし

3 店舗でテストを実施した。しかし問題があったと、
システム室 室長 加藤孝範氏は次のように語る。
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「一度でもアラートが出て、間違いに気づかされた

いきたい」
と語っている。

「タッチパネルが必須だったので、タッチパネル付

薬剤師は、以降必ず使うようになります。薬剤師

今回 の HP

のPCでシステムを組みましたが調剤室に設置する

不足は業界全体の課題でもあり、
こういうシステム

ソリューションを活用した調剤監査システムによって、

には大きすぎました。タブレットも検討したので

によって安心して働ける環境ができたことは、人材

いままで以上に間違いのない薬の提供が可能に
なったさくら薬局。薬剤師にとっても安心して働ける

ElitePadとリテー ルドックの 一体 型

すが、電子天秤の接続にRS-232Cを使用するた

の採用にも効果が期待できます」
（竹内氏）

め、普通のタブレットには接続できません。変換

重量マスタが未登録の薬の場合は、店舗で計量し

環境が整い、
ますます「選ばれる薬局」
として、発展

アダプターを使用する方法もありましたが、配線

登録をおこなう。そのデータは日次で本社に送ら

していくに違いない。

が複雑になるうえ接続部分が抜けやすいことが問

れる。パッケージシートを含めた薬の重量にはばら

題でした。」

つきがあるため、全国の店舗から送られて来た

加藤氏は、今回のシステムに最適なハードウェア

重量の中から、
最も多く計量された重量が採用され
19

