
HP タブレット製品 
事例集  2016年4月版



※五十音順にて掲載

アートコーポレーション株式会社 様

あいおいニッセイ同和損害調査株式会社 様

群馬パース大学 様

学校法人滋賀学園 様

TBCグループ株式会社 様

函館市教育委員会 函館市立東山小学校 様

バニラ・エア株式会社 様

変幻自在合同会社 様
株式会社NTTドコモ 東北復興新生支援室 様

株式会社三喜ビジネスコーポレイション 様

タブレット導入事例

目次

P3

P6

P10

P14

P16

P18

P20

P24

P28

2



業界
• 引越サービス・関連商品の物販

目的
• 見積り・シーン紹介にタブレットを活用しCS※1とES※2

の向上を図る

アプローチ
• アート引越センターの全国支店の全営業用にHP 

ElitePadを360台導入。Windowsストアアプリに
よる開発で紙の見積書の使い勝手をタブレット上
で実現

IT構築
• Windows搭載のHP ElitePadにより、将来的な社内
システムとの連携も容易

• 優れた携帯性と管理の容易性を担保するために
MDMを導入

• 誰もがダウンロードできるリスクを伴うWindowsス
トアを経由せず、サイドローディングにより見積り用
業務アプリを全端末に配付

• 業務アプリでは、LTE対応による高速通信を使用し
て、営業への行動指示や見積り情報をリアルタイム
に伝達

• ただし、通信環境に関わらず見積りをおこなうべくア
プリはオフラインでも利用可能にし、データ送信のと
きに通信を利用

導入効果・現場からのフィードバック
• HP ElitePadの堅牢性に加えて、ハンドル付きプロテ
クションケースも導入することで、お客様宅内を見歩
きながら家財のチェックをおこなう際も落下して壊
れるリスクを軽減

• 営業現場の視点による開発と、ペン入力やタッチペ
ンの使いやすさが営業から好評

• 帰社後の手書き見積書の清書がなくなり営業の事
務処理が大幅軽減

• 見積書が複写式のB4用紙からA4普通紙に変更とな
り1枚のコストが1/10に削減。さらに通信により見積
りデータが直接社内と連携できるようになったので、
入力業務のアウトソーシングコストが不要

• タブレットに数か月間の見積りを保存することでお
客様への問い合わせに迅速に対応

• リアルタイムな情報共有により、営業職の報告や支
店長の判断の迅速化を支援

※1 Customer Satisfaction、顧客満足度
※2 Employee Satisfaction、従業員満足度

アートコーポレーション株式会社
引越の見積り・引越シーンの紹介にHP ElitePadを導入
CS※1とES※2の向上を図りながら大幅なコスト削減を実現

引越業界をリードするアートコーポレーションは、引越の見積り・引越シーンの
紹介にHP ElitePadを導入し営業活動の改善を推進している。タブレットの導入
には「営業が実務で使えるIT」にコンセプトを置きつつも、既存の社内システムの
資産も活かせるWindowsを採用。その他にもLTE対応、屋外使いに耐える堅牢性
に加え、コストパフォーマンスなどがポイントとなった。Windowsストアアプリ
ベースの見積り用業務アプリを独自開発し、2014年9月から本稼働。導入後、顧客
からの問い合わせに対するレスポンススピードが上がり、CS※1の向上を図るとと
もに、今まで手書きだった見積書の清書作業がなくなるなどES※2の向上も同時に
実現。また、複写式のB4用紙からA4普通紙への変更により紙1枚のコストを1/10
に削減し、さらに見積書入力業務のアウトソーシングコストも不要に。競争力の強
化とコスト削減を同時に実現している。

引越の見積り業務にタブレット
を導入し競争力を強化
従来、引越は運送業の一環としておこなわれて
いた。今のように引越をサービス業とするビジ
ネスモデルを創造したのがアートコーポレー
ションである。新居でソックスを履き替えるク
リーンソックスサービスをはじめ女性スタッフ
が引越作業をおこなうレディースパック、環境
に配慮した新しい梱包資材のエコ楽ボックスな
ど、お客様の「あったらいいな」に応えることで
成長してきた。現在、引越サービスを機軸に、
家電やオリジナル製品を販売する物販、家事
代行といったライフサポート、保育、住宅関連
など暮らし方を提案する企業グループとして事
業領域を広げている。
人々の暮らしに寄り添うビジネスを展開する
同社ではお客様視点で考えることがすべての
起点となる。お客様第一の考え方はビジネス
を支えるICT活用の面でも変わらない。「引越
業界では複写用紙を使った手書きの見積りが
一般的です。しかしサービスの品質やスピー
ド、情報共有などの観点では大きな問題があ
ります。営業がおこなう見積りはお客様とコ
ミュニケーションを図る重要なサービスです。
10年前から営業の業務を支援するシステムを
模索してきましたが、“システムありき”の発想
では営業が現場で真に使えるツールとして定
着させるのはなかなか難しかった」と、アート
コーポレーション エントランス部 部長 田代憲
氏は話す。
営業現場の視点を大切に見積り作成を支援す
るツールとして同社はタブレットの活用に着目
した。「他の業種ではタブレットを使って見積り
をおこなう話をよく耳にするようになりました。

タブレットの導入によりお客様が引越業者を選
定する際に決定的なポイントとなる見積りシー
ンで競争力を強化していくというのが狙いで
す」（田代氏）。
同社が徹底してこだわったのは「営業が実務
で使える」ITシステムや端末であること。その
点では「一切妥協しなかった」と田代氏は強調
する。

Windows搭載、LTE対応、
堅牢性からHP ElitePadを選択
手書きの見積りは読みやすさや正確性などが
人に依存するためサービスレベルの低下を招
きやすい。また紙ベースであるため情報共有
や検索しにくい点も課題となる。同社では従
来、確定した見積りは基幹システムに手入力し
ていたが、半日のタイムラグがあった。また保
留の見積りは担当営業が事務所に紙のまま保
管していたため、お客様からの問い合わせに対
し必要な見積りを見つけるのに時間を要しレ
スポンスが遅れることもあった。
営業の業務面での課題について「ピーク時に
は1日10件以上も見積りする営業にとって帰
社後の見積書の清書は大きな負担となってい
ました。」と、エントランス部 営業推進課 主任 
小野山貴浩氏は話す。
同社における見積り業務へのタブレット導
入は営業活動の改善によるCS（Customer 
Satisfaction、顧客満足度）とES（Employee 
Satisfaction、従業員満足度）の向上を目的
とした。また複写式B4用紙や入力業務アウト
ソーシングに要していたコストの大幅削減も
見込まれていた。
「営業が実務で使える」タブレットの選定で重
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アートコーポレーション株式会社
エントランス部
部長
田代 憲 氏

アートコーポレーション株式会社
エントランス部 営業推進課
主任
小野山 貴浩 氏

視したポイントについて「Windowsストアアプ
リを使って見積りアプリケーションを開発する
ことに加え、将来、社内システムとの連携も視
野に入れておりWindows搭載は必要条件でし
た。また携帯性や管理の容易性、情報の即時共
有を実現するためのモバイル通信も要件とし
ました。見積りの家財チェックはお客様宅の各
部屋を移動しながらおこなうことになるので、
万一、落下したときも壊れにくい堅牢性も欠か
せません」と、管理部 情報システム課 主任 佐
藤誠孝氏は話す。
同社は営業の業務の観点にコストパフォー
マンスを加えて複数のタブレットの比較検討
を重ねた。その結果、営業の相棒となるタブ
レットとして選択したのがHP ElitePadであ
る。「米軍調達基準をクリアする堅牢性に加
え、ElitePad本体を守る頑丈なプロテクション
ケースも採用のポイントとなりました。背面の
バンドにより片手でしっかりとホールドすること
ができるため、お部屋をまわりながらのお見積
りもおこないやすく、画面をお客様にお見せす
ることも自然で容易です」と佐藤氏は話す。モ
ダンなデザインも経営陣からの評価が高かっ
たという。
2013年5月、同社はHP ElitePadの採用を決
定しアプリケーションの開発を開始。B4サイズ
の見積りをいかにタブレット上で展開するか。
試行錯誤が繰り返された。

Windowsストアアプリを
初めて採用
営業現場に定着を図るためには新たな知識や
操作の習得といった煩わしさがなく、紙の見積
りと同じような使い勝手を実現することが必要
だった。またお客様との自然な会話の流れの
中で入力画面の遷移が直感的におこなえると
いう点も重要なポイントとなった。
「見積りの際、住所や家財チェックなど質問して
いく順番はお客様との会話の流れで変わって
いきます。紙の見積りの項目をすべてカバーし
たエリアマップでは、どこからでも必要なエリ
アに移れる仕組みとしました」（小野山氏）。
また入力エラーチェックが多くなるとお客様
を待たせる時間が増えてしまうため、例えば引
越日を確定しなくても先に進めるなど入力エ
ラーチェックを必要最小限にした。決定か保留
かを確定する段階で完全チェックがおこなわ
れ、タブレットが入力ミスを教えてくれる。
「開発を担当したSCSK株式会社（以下、SCSK）
にプロトタイプをつくってもらい、実際に触っ
て動かしながらブラッシュアップしていきまし
た。またパイロット運用をおこない、営業の声
も反映しました。当社の要望は詳細にわたり変
更も何度もありましたが、SCSKは技術力とサ
ポート力で当社の思いに応えてくれました」と
佐藤氏は話す。
今回の開発はSCSKにとってもチャレンジの連
続だったという。「開発にあたり営業の方に同
行させていただき、見積り作成の業務を知る

ことから始めました。またWindowsストアアプ
リを初めて導入する際、社外の有識者の協力
を得ながら取り組みました」とSCSK 産業シス
テム事業部門 西日本産業第一事業本部 製造・
流通システム第三部 システム第二課 中務隆
志氏は話す。
2014年7月、アプリケーションの開発が終了
し、Webベースの管理画面や基幹システムと
の連携などの開発がスタート。また全国の支店
の全営業が利用する360台の端末へのアプリ
ケーションの展開は、サイドローディングを利
用しWindowsストアを経由することなくおこ
なわれた。Windowsストア経由では誰でもダ
ウンロードできるリスクを伴うためだ。
2014年9月、HPタブレットを活用した見積りシ
ステムは本稼働した。導入後、営業の業務は大
きく変わったという。

CS※1とES※2の向上を実現
しながらコストも大幅に削減
山間部やマンションなどの通信環境を考慮し
オフラインで見積りを作成しデータ送信時に
通信を利用する。作成した見積りはモバイルプ
リンターを使ってA4普通紙に印刷してお客様
に渡す。お客様の要望が途中で変更になって
も書き直しや線を引いて訂正する手間もなく
なり帰社後の見積書の清書も不要となった。
営業の事務処理軽減により1日の拘束時間を
約1時間短縮できたという。
「タブレットで現場にいながら社内側と行動予
定や見積データが連携できるので、リアルタイ
ムな情報共有が可能になりました。また見積り
はタブレットに数か月間保存されておりお客様
からの問い合わせに迅速な対応が可能です。
エリアマップなどの工夫による従来の紙の見
積書と変わらない使い勝手と、タッチ操作やペ
ン入力の使いやすさは営業から高い評価を得
ています」（田代氏）。
視覚的なプレゼンテーションによるビジネス効
果も計り知れない。「クラウドサービスの電子
カタログを利用し引越の様子などを動画で見
ていただいていますが、お客様からもわかりや
すいと大変好評です。動画の活用は他社との
競合において大きなアドバンテージとなりえま
す。また扱う動画に関して営業現場からリクエ
ストが寄せられるなどモチベーションアップに
もつながっています」（小野山氏）。
コスト面での効果も大きい。見積りが複写式の
B4用紙からA4普通紙に変わったことで紙1枚
のコストが1/10となり大幅なコスト削減を実
現。また見積書のデータ入力業務のアウトソー
シングコストも不要となった。2014年5月には
サイドローディングキーが無償となり、加えて
パケット通信のデータ通信量を同一法人間で
分け合えるNTTドコモのビジネスシェアパック
の利用により運用コストの抑制を図っている。
リアルタイムで見積りの情報共有を実現した
ことで支店長の判断の迅速化にも貢献。これ
まで事務所の中で埋もれていた保留の見積り

アートコーポレーション株式会社
管理部 情報システム課
主任
佐藤 誠孝 氏

SCSK株式会社
産業システム事業部門 西日本産業第一事業本部 
製造・流通システム第三部 システム第二課 
中務 隆志 氏

※1 Customer Satisfaction、顧客満足度
※2 Employee Satisfaction、従業員満足度
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情報の活用により成約に至らなかった理由の
分析などもおこなえる。
タブレットは M D M（ M o b i l e D e v i c e 
Management）により管理されており、トラ
ブル時の対応や紛失時のロックを遠隔操作
でおこなえる。タブレット専用のAD（Active 
Directory）も構築しグループポリシーの適用
などの集中管理を実現している。訪問するお
客様のプライバシー保護の観点からタブレット
のカメラとマイクは利用できない状態にしてい
るという。また社員証のICカードを使ったシン
グルサインオンも検討中だ。
今後の展望について「CS※1とES※2の向上を実

アートコーポレーション株式会社

所在地
大阪府大東市泉町2-14-11

設立
1977年（昭和52年）6月14日

代表者
代表取締役社長　寺田 千代乃

資本金
1億円

従業員数
2,130名（2013年9月現在）

事業内容
引越事業 ： 引越およびそれに付帯する各種役務の提供に関する事業
国内物流事業 ： 国内におけるトラック輸送に関する事業
保育事業 ： 保育所運営
住宅関連事業 ： 住宅の施工・改装等に関する事業
物販事業 ： 家電製品の小売に関する事業
輸入車販売事業 ： 自動車の輸入販売および車輌のメンテナンスに関する事業

http://www.the0123.com

ElitePadを保護するケースに
持ち手やベルトを装着できます。
倉庫での在庫管理業務や、
携帯する必要がある接客業務などに最適です。

HP ElitePad ハンドル付
プロテクションケース

ビジネスに必要な機能を備え、
業務効率を高めるタブレット。

HP ElitePad

現しながらコストも大幅に削減できました。今
後、営業が使いこなしていくことで成約率や売
り上げの拡大につながっていくと確信していま
す。またペーパーレスによるセキュリティ強化
の観点から引越をおこなうサービススタッフに
もタブレットの導入を検討中です。HPにはこれ
からも継続性をもってタブレットを開発してい
ただきたい。SCSKの技術力とサポート力にも
大いに期待しています」と田代氏は話す。
サービス向上へのあくなき探求心で豊かな暮
らしの実現に貢献するアートコーポレーショ
ン。お客様との接点を支援するHP ElitePadの
果たす役割は大きい。
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あいおいニッセイ同和
損害調査株式会社
世界初、 Bluetooth通信対応のパソリとフェリカカードの社員証で
Windows対応のHP ElitePadを認証。
損害調査業務の現場力を向上

あいおいニッセイ同和損保の自動車保険に関する損害調査業務を担っているあい
おいニッセイ同和損害調査社。同社は、損害調査業務のワークスタイルを変革する
ためにBluetooth通信対応のパソリとHP ElitePadを導入した。当初、Bluetooth
通信対応のパソリはWindows未対応だったことからHPとソニーが共同で技術
的課題を解決。フェリカカードの社員証をかざすことなく無線通信によるHP 
ElitePadの認証を可能にした。LTE回線を利用した常時接続で立会現場から調査
結果の速報発信、現場の若いアジャスターに対するサービスセンターの上司によ
るリアルタイムの指導など現場力の向上を図っている。

業界
• 自動車保険の損害調査

目的
• 損害調査業務にタブレットを活用し、立会現場におけ
る速報発信と人財育成を図る

アプローチ
• HP ElitePad 700台を全国に配備し立会業務をおこ
なうアジャスターに支給。Bluetooth通信対応のパソ
リとフェリカカードの社員証でHP ElitePadの認証を
実現

IT構築
• Bluetooth通信対応のパソリはWindows未対応
だったが、ソニーとソリトンシステムズ、HPの3社が
共同で課題を解決。Windows対応の既存システム
との連携を可能とし業務での活用を実現

• HP ElitePadで撮影した事故車の写真データ、スキャ
ナーで取り込んだ紙の帳票など立会現場から同社
の調査管理システムに送信しリアルタイムの情報共
有を実現

導入の効果
• 紙の速報用紙に記入したものを画像やスキャナーで

HP ElitePadに読み込み、クラウドサービスを通じて
あいおいニッセイ同和損保のサービスセンターに送
信。現場からの速報を実現しお客様サービスが向上

• 常時接続のHP ElitePadにより現場とサービスセン
ターの間の情報共有を実現し、立会現場にいる若
いアジャスターをサービスセンターから上司が直
接指導

• プロテクションジャケットの装着により背面のバンド
で片手でもしっかりとホールドできるため現場での
立会調査時の利便性が向上

• HP ElitePadの米軍調達基準をクリアしている堅牢
性により悪天候の事故現場の損害調査業務も安心
かつスムーズ

• Bluetooth対応のパソリとフェリカカードの社員証
をセットにして利用することで、かざすことなくHP 
ElitePadに近づくとログオン、離れるとロックされる
ため機動性が向上

• 立会現場から速報を発信することで、速報を出すた
めに早く帰社する必要がなくなり立会業務をおこな
う時間を創出

• MDMサービスも合わせて導入しHP ElitePadの紛
失や盗難時の管理リスク対策を強化

• ワークライフバランスの実現を視野に高齢のアジャ
スターの能力活用に向けた環境を整備

経営課題の解決に向けて
損害調査業務の
ワークスタイルを変革
車が故障して動かない。事故を起こしてしまい
相手方への補償に加え、自分自身の治療費や
車の修理費がかかる。事故・故障で気が動転し
ているときに頼りになるのが自動車保険だ。
国内最大、世界でもトップクラスの規模を誇
る損保グループ、MS&ADインシュアランスグ
ループの中核を担うあいおいニッセイ同和損
保の自動車保険「タフ・クルマの保険」は対人
対物賠償責任の補償はもちろんロードアシス
タンスサービスも充実している。
トヨタグループや日本生命グループとの強固
なパートナーシップを強みとするあいおいニッ
セイ同和損保は、全保険契約のうち自動車保
険が約6割を占めている。グループ会社のあい
おいニッセイ同和損害調査は、アジャスター※1

と呼ばれる損害調査のスペシャリスト約1,000
名を全国約250拠点に配置し自動車保険事業
を支えている。
同社の損害調査件数は年間80万件におよぶ
が、近年その件数は減少傾向にあるという。
「少子高齢化などによる自動車保有台数の減
少に加え、自動車メーカーの技術革新により
衝突しない車が次々と登場しています。将来、
当社のあるべき姿をどう描くか。5年後、10年
後の損害調査件数やアジャスターの数などの
シミュレーションをおこなっています。またグ
ループ会社のあいおいニッセイ同和自動車研
究所とのコラボレーションで次世代の車の損
傷問題や調査のあり方を研究しています」と代
表取締役社長 小川三千夫氏は話す。
アジャスターの高齢化や若者の製造業離れに
よる人財不足も重要な経営課題となっている。
自動車保険の信頼やお客様サービスに関わる
アジャスターの仕事は常に高い精度が求めら

れる。若手の育成とノウハウの継承は技術を強
みとする同社の生命線に関わる課題だ。
「お客様サービスや生産性の向上、人財育成な
どの経営課題の解決にはアジャスターのワー
クスタイル変革が不可欠でした。今回のHPタ
ブレットの導入は現在の課題解決とともに将来
を見据えたワークスタイル基盤の整備を目的
としていました」（小川氏）。
あいおいニッセイ同和損保グループは業界に
先駆けて先進的なICTに取り組んできたと小
川氏は話す。「業界の中で常に先に行かない
と、止まることは後退を意味します。まだどこも
やっていないなら最初に実現しようというDNA
は当社も継承しています。今回、Bluetooth通
信の非接触ICカードリーダー/ライターのパソ
リをWindows対応のHP ElitePadの認証に利
用する試みは世界初という点にも大きな意義
がありました」。

タブレットの導入により
損害調査の現場で速報を発信し
情報をリアルタイムに共有
「HP ElitePadの導入前、当社のアジャスター
業務のモバイル化は遅れていた」と常務取締
役 千葉治男氏は話す。従来、同社のアジャス
ターは、セキュリティの観点から社内では既存
ノートパソコンをオンラインで利用し、社外で
はオフラインで使っていた。アジャスターは社
外でネットワークに接続する手段がないため、

※1 アジャスターとは、社団法人日本損害保険協会に加盟す
る保険会社の保険事故の損害調査をおこなう。自動車の
損害調査を中心とする技術アジャスターの職務遂行に
は、日本損害保険協会のアジャスター技能ランク「見習資
格」以上の資格取得が必須。
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あいおいニッセイ同和損害調査株式会社
経営企画部
佐々木 透 氏

あいおいニッセイ同和損害調査株式会社
経営企画部 
伊東 雅之 氏

あいおいニッセイ同和損害調査株式会社
常務取締役 
千葉 治男 氏

あいおいニッセイ同和損害調査株式会社
代表取締役社長 
小川 三千夫 氏

情報の発信や情報の共有ができずお客様サー
ビスと人財育成の面で課題があった。
事故を起こしてしまったときに一刻も早く知り
たいのは損害の大きさや保険の適用範囲だ。
同社は損害調査結果の速報を出しているが、
これまではタイムラグが生じていたという。
従来、アジャスターは修理工場で事故車両を
確認しながら復元修理の見積やお客様の報告
通りの事故かどうかといった整合性のチェック
をおこない、デジタルカメラで事故車両を撮影
し、帰社後、紙の速報用紙に必要事項を記入し
てPDFやFAXであいおいニッセイ同和損保の
サービスセンターに送信していた。
「午前中に立会業務をおこなっても速報を出す
のは午後や夕方になっていました。既存ノート
パソコンのリプレイスを機にタブレットを導入
し、常時接続にすることで立会現場から速報を
出すというのが今回の狙いでした。また社外で
業務をおこなうことによる生産性の向上も目
的としていました」（千葉氏）。
従来、アジャスターの作成する速報は必ず上司
のチェックを受けていた。立会現場から速報を
発信する場合、経験の少ないアジャスターの速
報をどうやってチェックするか。また現場での
実践力をいかに養っていくか。「自動車の進化
により調査業務も複雑化、高度化し判断が難し
くなっています。常時接続のタブレットを活用
し現場と事務所の間で情報をリアルタイムに
共有することで若いアジャスターは経験豊富
なベテランアジャスターの指導を受けることが
できます。人財育成と速報の精度向上の両面
の課題解決につながります」（千葉氏）。
アジャスター業務のモバイル化を実現するべ
くタブレットの導入を決断した同社だが、「セ
キュリティを担保することで初めてタブレット
の活用シーンを発想することができる」と千
葉氏は話す。セキュリティ面で同社はタブレッ
トの認証用途にBluetooth通信対応のパソリ
（PaSoRi）RC-S390の採用にこだわった。だ
が、同社で利用しているWindows対応のアプ
リケーションや社内システムとの連携に欠かせ
ないWindowsをRC-S390はサポートしてい
なかった。

多彩なジャケットによる
優れた拡張性を高く評価し
HP ElitePadを採用
今回、パソリとHP ElitePadの組み合わせは当
初から決まっていたわけではない。同社はパソ
リの導入検討とタブレットの選定を並行してお
こなった。複数のタブレットとノートパソコンを
会議室に並べて本部内のアジャスターに触っ
てもらって製品を選択したという。
「評判が良かったのはHP ElitePadでした。既
存ノートパソコンの導入時、シンクライアント
も検討しましたが、災害時に通信がつながらな
くても業務継続がおこなえる点を重視したか
らです。HP ElitePadは機動性に優れたタブ
レットとして使えることはもとより、キーボード

シャケットをつければノートパソコンとしてもと
ても使いやすいです。一方、ノートパソコンは
タブレットにはなりません」と経営企画部 シス
テムグループ グループ長 佐々木透氏は話し、
こう付け加える。
「特にプロテクションケースを装着すると背面
のバンドで片手でもしっかりとホールドできる
ので、現場での立会調査のときの利便性が高
いという声は多かったですね。優れた拡張性は
他社にはない特徴でしたからHP ElitePadを
採用する決め手となりました」。
事故現場の調査では悪天候での作業も多いこ
とから堅牢性も重要なポイントとなった。「HP 
ElitePadは、振動、落下、高温、低温などの項目
で米軍調達基準（MIL-STD-810G）をクリアし
ていることも高く評価しました。また実際に雪
の中でHP ElitePadを使ってテストをおこない
ましたが、全く問題ありませんでした」と経営
企画部 システムグループ 伊東雅之氏は話す。
2 0 1 4年1 1月、H P E l i t e P a dの採用を決
定。HPとソニーはBluetooth通信パソリを
Windows8.1対応のHP ElitePadで利用する
ための共同開発に着手した。
同社がタブレットの認証にパソリを採用したの
は、すでに社員証としてフェリカカードを使っ
ていたからだ。しかしタブレットにパソリをUSB
で接続したままでは現場での作業がしにくい。
Bluetooth対応パソリRC-S390は1つのケー
スの中にパソリとフェリカカードをセットにして
利用できる。かざすことなく、タブレットに近づ
くとログオンができて、離れるとロックされる。
「既存ノートパソコンは指紋認証を使ってい
ましたが、冬場に皮膚が乾燥したり雨や雪の中
での作業では認証が困難なこともありました」
（伊東氏）。
WindowsでBluetooth対応パソリを認証用途
で利用する試みは世界初だったこともあり技
術面での課題をクリアする必要があった。「HP
さんとソニーさんが密に連携し業務で利用す
るために様々な検証をおこない、課題を1つ1
つ解決していったと聞いています。両社には当
社の思いに応えていただき深く感謝していま
す」（佐々木氏）。

常時接続で利用する
HP ElitePadの導入により
アジャスターの業務改革を実現
2 0 1 5年6月、全国の拠点に7 0 0台のH P 
ElitePadの配備（導入は850台、150台は予備
機）を完了し既存ノートパソコンとの1か月間
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の並行運用の後、同年7月に本格的な運用をス
タートした。
LTE回線による常時接続のHP ElitePadを導入
したことで立会業務は大きく変わった。現在、
同社のアジャスターはHP ElitePadとプリン
ターを携帯して立会現場に向かう。現場でHP 
ElitePadで撮影した事故車の状況と合わせ、
修理工場から提供される様々な紙の帳票を読
み込み、同社の事業の中核を担う調査管理シ
ステムに登録している。自社開発の調査管理シ
ステムは調査の受発注から調査実施、点検、ア
ジャスターの行動管理、報告書作成、画像デー
タ管理など損害調査に関する情報がすべて一
元管理されている。HP ElitePadの導入により
リアルタイムの情報共有が可能となった。
懸案だった現場からの速報も実現できた。紙
の速報用紙に記入したものを内蔵カメラでHP 
ElitePadに読み込み、クラウドサービスを通じ
てあいおいニッセイ同和損保のサービスセン
ターに送信している。
「営業から嬉しいエピソードを聞いています。
金曜日の午前9時30分に『車は全損で代替し
ないといけないレベルの損害です』という速報
をお客様に提供したところ、そのお客様は土曜
日・日曜日でディーラーと代替の話ができたと
のことです。従来、金曜日の速報は翌週の月曜
日になることもありました」（伊東氏）。
速報は若いアジャスターも現場から発信して
いるが、直接同センターに送信できない設定
にしており、リアルタイムで必ず上司のチェッ
クを受ける。「当社は、アジャスターが自分で
考え行動することを大切にしています。HP 
ElitePadの導入により現場の若いアジャス
ターが事務所の上司から直接指導を受けられ
るメリットはとても大きいです。またこれまで
上司は夕方にまとめて速報などのチェックをお
こなっていましたが、いまは業務の平準化が図
れました」（佐々木氏）。
アジャスターの業務の生産性向上にもつな
がっていくという。「アジャスターの月当たりの
立会件数は65件というのがビジネス上の目安
です。立会現場から速報を発信することで、速
報を出すために早く帰社する必要がなくなり

HP ElitePad 1000

立会業務をおこなう時間を創出できます」（伊
東氏）。
集中豪雨や台風などで多くの車が水没し
たときなど被災地に応援に行く場合もH P 
ElitePadを携帯し社員証で認証すればすぐ
に業務がおこなえる。またBluetooth通信対
応パソリRC-S390はバッテリ消費の少ない
Bluetoothローエナジーを採用しておりオンし
た状態のままで約二週間は持つが、多忙でつ
い充電し忘れてもHP ElitePadで給電できる
ので安心だ。
タブレットの紛失や盗難時の管理リスク対策
として同社はHP ElitePadで動作検証済みの
Absolute Software JapanのMDM（モバイ
ル・デバイス・マネージメント）サービスも合わ
せて導入した。遠隔地からデータの消去・遮断・
ロックなどの操作、失くした端末の現在位置の
確認に加え、回収サービスも利用できる。

ワークライフバランスを
実現し高齢のアジャスターの
能力活用へ
今回のHP ElitePadの導入はアジャスターの
高齢化問題の解決も視野に入れたものだ。「当
社のアジャスターも高齢化が進んでおり退職
者が増えています。退職後も65歳までキャリ
ア社員として働ける仕組みはあるのですが、介
護など家庭の事情でやむを得ず退職する社員
も多くいます。今回パソリとHPタブレットの導
入により在宅勤務などワークライフバランスを
実現し高齢のアジャスターが空いた時間を有
効に活用し業務をおこなえる見通しを持つこと
ができました。能力のある社員の雇用継続は
経営の重要なテーマです」と小川氏は話す。
今後、あいおいニッセイ同和損保グループで
速報用紙や報告書のペーパーレス化が進展す
れば同社のアジャスターの生産性とともに損
害サービスの品質もさらに向上していく。あい
おいニッセイ同和損保は迅速、優しい、頼れる
の3つの要素からなる「全力サポート宣言」を
掲げている。HP ElitePadは同社の損害調査
業務における全力サポートを加速する。
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あいおいニッセイ同和損害調査株式会社

本社所在地
〒160-8444　
東京都新宿区新宿1-2-7 新宿東共同ビル

創立
昭和50年2月1日（平成22年10月1日現社名に変更）

代表者
代表取締役社長　小川 三千夫

資本金
2,500万円

従業員数
1,323名（2015年10月現在）

事業概要
自動車保険の損害調査業務を通じてお客様に満足いただける高品質の損害サービスを提供

ソニー株式会社
プロフェッショナル ・ ソリューション事業本部
FeliCa事業部
事業戦略部3Gp
小西 喬也 氏

お客様の業務を　　　　　　　
止めてはいけない。
当社とHP様と共同で様々な検証
をおこない、そこで発見した課題
を1つ1つ解決
今回、あいおいニッセイ同和損害調査様に
Bluetooth通信対応パソリRC-S390をHP 
ElitePadの認証用にご導入いただいたことは、
パソリにとっても非常に大きな意味を持ってい
ます。
個人向けのパソリは主に電子マネーや確定
申告をオンラインでおこなうときにご利用い
ただいていますが、法人向けはデスクトップセ
キュリティの認証用途が中心です。社員証とし
てフェリカカードをご導入いただいている企業
にとってパソリを追加購入することで社員証
を認証として使えることは大きなメリットとな
ります。
タブレットやスマートフォンなどを業務で利用
する企業が増加する中、モバイルシーンでの
認証用途に開発されたのがBluetooth通信対
応パソリRC-S390です。その特徴はUSB接続
ではなく無線通信を採用することでモバイル
端末の持つ利便性や機動性を損なうことなく
認証がおこなえるという点です。
あいおいニッセイ同和損害調査様はRC-S390
の特徴を高く評価していただきご導入を強く
望まれていたのですが、RC-S390はWindows
未対応でした。業務用途で利用する場合、既存

のシステムやアプリケーションとの連携面で
Windows対応は重要な要素となります。USB
接続のパソリRC-S380はWindows対応済み
です。Windows対応において無線接続のRC-
S390はハードウェアとの間の接続性などの検
証がより重要となります。
RC-S390をWindows対応タブレットの認証用
途で利用する試みは、あいおいニッセイ同和損
害調査様のご導入が世界初です。ソニーと、ア
プリケーションベンダーのソリトンシステムズ
様、ハードウェアベンダーのHP様の3社で世界
初の試みに取り組みました。
あいおいニッセイ同和損害調査様の業務を止
めることは絶対回避しなければならないとい
うのが当社とHP様の共通認識でした。当社と
HP様は共同でお客様が業務で利用するあらゆ
るシーンを想定し徹底して検証をおこない、そ
こで発見した課題を1つ1つ解決していきまし
た。ハードウェアに関する技術的課題はHP様
のお力添えがなければ解決することはできま
せんでした。
あいおいニッセイ同和損害調査様にご導入い
ただくにあたり、HP ElitePadでRC-S390を
認証用途で利用する際の動作検証をしっかり
とおこなっていますので、他のお客様も安心し
てご導入いただけます。今後、当社のフェリカ
カードとパソリの事業においてHP様をはじめ
パートナーシップを一層強化し、マイナンバー
制度の施行などでさらに高まる業務での認証
用途のニーズに応えていきます。
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群馬パース大学
新入生全員にWindows 8.1タブレットを無償貸与し、
学内すべてに整備された無線LANとOffice 365を活用して、
どこでも情報収集でき、グループワークなどをおこなえる環境を提供

情報処理教室をなくし、学生1人1台の情報端末提供を目指す大学が増えていま
す。BYODを活用するなど、その方法はさまざまですが、医療系のスペシャリスト
を養成する群馬パース大学では、2014年度の新入生223名全員にWindows 8.1
タブレット「HP ElitePad 900 for DOCOMO」（以下、ElitePad 900）を無償貸与し
ています。大学全館で利用できる無線LANを活用し、同時にMicrosoft Office 365
も導入して、授業や学内外での学習に役立てています。

全館に無線LANを整備し
5年前から1人1台の
PCを貸与
群馬県高崎市にある群馬パース大学は、看護
学科、理学療法学科、検査技術学科の3つの学
科を持つ医療系の大学です。病院の現場の意
見に基づいた高度な医療の専門職を育成する
機関として、国家試験で高い合格率を誇ってい
ます。
「開学17年目を迎えた本学では、大学院や関
連病院と連携し、平和・公正・安定・成長をモッ
トーとする独自の教育方針の下できめ細かい
教育を施しており、就職率はほぼ100%です」
と学長の栗田 昌裕氏が話すように、就職率の
高さも同校の大きな特長の1つです。読売新
聞社発行『就職に強い大学2014』や週刊東洋
経済の特集『本当に強い大学』の「就職に強い
大学（理系大学）」で、群馬パース大学は全国1
位の評価を受けています。
2010年4月、大学が群馬県吾妻郡高山村から
高崎市に移転したときから、同校では全館に無
線LANを配備し、学生が学内のどこでもイン
ターネットにアクセスできる環境を提供してい
ます。また、2009年度からは、PCを全学生に
無償貸与し、卒業時には贈呈することを続けて
きました。「全学生に貸与するPCは、学生がICT
環境に柔軟に適応し、適切な情報を迅速に得
て学習能力を高め、人間形成を促し、職能を育
成するために活用しています」と話す栗田氏。
また、事務部 企画室長兼入試広報課長の岡部 
恒明氏も、「全学生が貸与されたPCを持って、
学内のどこからでも無線LANを使って情報収
集できることを目指しました」と話します。学ぶ
環境の格差をなくし、全員がPCを所持している
ことを前提に授業や学習課題を進めることが
できると考えているのです。

Windows以外の選択肢は
考えられず最新のデバイスと
してElitePad 900を選択
毎年、新入生に貸与される情報端末について
は、常に最新のものを選択するようにしている
と語る岡部氏は、その理由を次のように説明し
ます。「医療系の大学では、国家資格取得まで
4年間、毎日授業や実習を重ね、しっかりと勉強
しなければなりません。高校生が医療系の大
学選びをするときに、資格取得までは大変だけ
ど学生生活は楽しそうだと思ってもらいたい
と考えています。そのためには、スポーツ施設
などと共に最新のITを利用でき、充実した学生
生活を送れるように大学が環境を整備する必
要があります。毎年の端末選定では、人に自慢
でき、かっこいい機種であることも大きな条件
になります」。2013年度まではノートPCを貸
与していましたが、2014年度はWindows 8.1
タブレット「HP ElitePad 900」を選択してい
ます。まず、Windows 8.1を選択した理由につ
いて岡部氏は、「基本的に授業ではMicrosoft 
Officeの利用を前提としており、卒業後の医
療の現場でもWindows PCを利用することが
多くなっています。キーボードも必要であるた
め、他のOSのタブレットは授業での活用に適し
ていないと判断し、最初から選択肢に入ってい
ませんでした」と話します。
ノートPCやタブレットなど、さまざまな機種の
中からElitePad 900を選択した理由は、「HP 
ElitePadキーボード ジャケット」をオプション
で選べることが大きなアドバンテージとなった
といいます。「他の機種のタブレットに付けられ
るキーボードジャケットは、しっかりとした打鍵
感がなく、物足りないと感じました。Bluetooth
やUSBのキーボードを別途用意することも考
えましたが、一体になっていたほうが持ち運び

導入ソフトウェアとサービス
• Windows® 8.1
• Microsoft® Office 365

メリット
• 最新のデバイスで、学習や就職後に必須となる

Windowsを搭載した端末として、打鍵感があって
PCとしても利用できるキーボードジャケットを持つ
HP ElitePad 900 for DOCOMOを新入生全員に無
償貸与

• LTEを使えることにより、万が一のアクセスポイント 
ダウンや緊急時の課題の送受信などにも対応

• 無線LANを全館整備し、Office 365を活用すること
で、学内のどこでも情報収集やグループでの学習が
おこなえる

ユーザーコメント
• 「新入生へのPC無償貸与は5年前からおこなって
いますが、2014年度はWindows 8.1搭載のHP 
ElitePad 900 for DOCOMOを採用しました。授業
や就職後を考えれば、キーボードが使え、かつOSが
Windowsである機器以外の選択肢は考えられず、
キーボード ジャケットがオプションで選べる端末を選
択しています。Office 365も導入して授業だけでな
く、将来的には、グループワークや国家試験対策で学
生間のコミュニケーションやファイル共有にも活用し
ていきたいと考えています」
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に便利です」（岡部氏）。
10.1インチのディスプレイで米軍の調達基準
「MIL-STD-810G」テストをクリアする堅牢性
があるのもElitePad 900の選択理由の1つで
す。「落として壊してしまうこともあるため、ノー
トPCを貸与していた時はカバーも提供してい
ました。しかし、カバーを付けるとカバンの中が
ノートPCでいっぱいになってしまい、他の物を
入れるスペースが少なくなります。堅牢性が高
く、小さすぎない10.1インチのタブレットが最
適だと考えました」と話す岡部氏。学生の6割
以上が女性である同校では、医学書や専門書
などと一緒に持ち歩けるコンパクトなデバイス
を求めていたといいます。さらに、遠隔ロック
やデータ消去、SSD全体の暗号化などのセキュ
リティ機能を搭載し、万が一の盗難や紛失にも
安心して対応できることも選択理由となってい
ます。
LTEを利用できる端末を選択することも要件
の1つでした。「学内ではどこでも無線LANを
利用できるので、基本的には無線LANを利用
することが前提です。しかし、全学生がアクセ
スすることを想定しているわけではないので、
万が一アクセス ポイントがダウンしてしまった
場合の通信手段としてLTEは必要だと考えまし
た。学外で頻繁に利用することは想定していま
せんが、緊急に課題等の送受信が必要になっ
た場合に活用できるでしょう」（岡部氏）。

授業や共用スペースでの
学習に活用
4年間常に最新のOff iceを
利用できる
群馬パース大学では、情報処理の授業などで
学生全員が貸与されたElitePad 900を使い、
Microsoft® Excel®の演習などをおこなってい
ます。今年からOffice 365を導入した経緯を
岡部氏は、「昨年まではコストを抑えるために
互換ソフトを使っていましたが、WordやExcel
の演習用のテキストと画面イメージやメニュー
の配置が異なるため、学生からはマイクロソフ
トのOfficeを使いたいという強い要望があり
ました」と説明します。
導入の初期コストを抑え、4年間常に最新の
Officeを活用できることもOffice 365を選
択した理由の1つとなります。将来的には、
OneDr ive™などを活用して学生同士でコ
ミュニケーションやファイル共有をおこない、
高学年で必須となるグループワークや国家試
験対策などに利用の幅を広げていくことが考
えられます。
大学内ではラウンジなどの共用スペースで
学生同士が集まり、それぞれ課題や学習を 
ElitePad 900を使っておこなっている姿が見
られます。同じ画面を見ながら作業をおこなう
際にも、マウスを使った操作よりもタッチ操作
のほうがお互いの会話がしやすく、授業内での
プレゼンでも画面の切り替えなどをすばやくお
こなえます。
実際に利用している学生は、スマートフォンな
どでタッチ操作に慣れているため、タブレット
を渡されたときにおこなわれた講習を受ける
だけですぐに操作に順応しています。そのた
め、マウスを接続せずにキーボードとタッチ操
作で授業を受けている学生もみられました。
学生からは「自分が持っているノートPCよりも
軽くて使いやすい」「キーボードがしっかりして
いて使いやすい」「Microsoft® PowerPoint®
などのページを指でめくりやすい」といった感
想を聞くことができました。また、上級生からは
「自分たちが貸与された12インチのノートPC
よりもコンパクトで、タッチ操作ができることが
うらやましい」という声も聞かれるといいます。
現在はキーボードジャケットを付けたままノー
トPCの代用として使っている学生がほとんど
ですが、グループディスカッションや国家試験
に向けてのグループワークなど、高学年になっ
てデバイスに慣れていくにつれ、キーボード 
ジャケットを外しタブレット型にしてお互いに画
面を見せ合いながら話し合ったりするなど、さ
まざまな用途に活用されていくことが期待さ
れます。

学校法人 群馬パース学園
群馬パース大学
学長
栗田 昌裕 氏

学校法人 群馬パース学園
群馬パース大学
事務部 企画室長兼
入試広報課長
岡部 恒明 氏

情報処理の授業などでは、新入生全員が貸与されたElitePad 
900を活用してExcel の演習などをおこなっています。
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eラーニングの構築や
クラウドの利用が今後の課題
Off ice 365も
さらに活用していく
「タブレットとしてどのように活用していくか
は、今後の課題でもあります。もっと使い方を
工夫して浸透してきてから、教員側にアプロー
チしてタブレットの今後の活用を指導していき
たいですね」と岡部氏は話します。新たなデバ
イスにすぐに慣れていく学生に対して、教員側
がどのように授業に取り込み、国家試験対策に
活用していくかを模索する必要があると岡部
氏は考えています。
「国家試験対策はもちろん、授業の中での演
習や技術指導を効率的に予習するために何が
できるかが重要です。授業を録画して家や学
内で自由に視聴できるようなeラーニングのし
くみを作ることも考えられるでしょう。先生方
にもご協力いただき、どのような形でおこな
えば、簡単で負担がかからないかを考える必
要があると思います」と話す岡部氏は、Office 
365の将来的な活用についても大きく期待を

授業でキーボードは必須であるため、しっかりとした打鍵感の
専用キーボードジャケットがあるElitePad 900が選択されて
います。

マウスを利用する学生もいれば、マウスを接続せずにタッチ操
作する学生もいて、自由なスタイルで学習できます。

寄せています。
「OneDriveだけでなく、Office 365にはさま
ざまな機能があるので、どのように活用すれば
効果的な教育をおこなえるのかをもっと知り
たいですね。マイクロソフトには具体的な活用
法や操作方法などについて教えていただけれ
ば、と期待しています」。
「国家試験対策やレポートのやり取りでクラウ
ドを活用することは、今後必須になっていくで
しょう。また、学生だけでなく、事務や教職員も
クラウドを活用して作業の効率化などを目指
していく必要もあります。学内のサーバーも、
セキュリティやサイバー攻撃に備えるために常
駐して管理する必要がありますが、実際は大き
な管理コストをかけることは難しい状況にあり
ます。リスク管理やコストの面からも、これらの
サーバーのクラウド化も考えていかなければ
なりません」と話す岡部氏。群馬パース大学で
は、今後も最新のICT技術を活用し、国家試験
合格や就職を目指しながら活き活きとした大
学生活を送れるような環境を学生に提供し続
けていきます。
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群馬パース大学
平和を意味するポルトガル語「Paz」を校名に付けた群馬パース大学は、2005年4月に短期大学か
ら四年制大学に移行して開学した医療系大学です。豊かな教養と人間愛を備えた質の高い保健医
療専門職を育成し、保健・医療・福祉サービスとの協働および知の創造を通じて、国際社会、地域社
会に貢献することを目的としています。看護師、保健師、理学療法士、助産師、臨床検査技師と取得
できる国家資格を増やしてきた同校では、2009年に大学院を設立。研究を深め、指導者を目指す
こともできるようになっています。

貸与されたタブレットは、授業内のプレゼンなどでも活用され
ています。

タッチ操作が使いやすく、コンパクトに持ち運べるなどの学生
の声が聞かれます。

無線LANが整備された学内の共有スペースでは、学生どうし
がWindows 8.1タブレットを使って学習する姿が見られます。

キーボードを使って学習し、わからないところはタッチ操作で
同じ画面を見ながら話し合っています。

13



滋賀学園の21世紀型教育を支える
HP教育用タブレットとソリューション

滋賀学園高等学校は創立80年を超える伝統を持つ滋賀県下の私立高校です。
留学や英語教育に力を入れていることで知られるほか、硬式野球部の甲子園出場
や陸上競技部の全国高校駅伝滋賀代表連続選出などスポーツの面でも活躍してい
ます。そんな滋賀学園では、21世紀型教育の実践のためにICT活用を積極的に進め
ており、このほど、「HP Pro Tablet 10 EE G1」や「HP Elite x2 1011 G1」をはじめ
とする教育向けソリューションを導入しました。

教育用途に細かなところまで
配慮が行き届いているのは
さすがHP。グローバル人財の
育成を目指す滋賀学園の
パートナーとして今後も期待。
ITによる世界の変化はますます加速していま
す。本校はそんな時代に生きていくための本
質的な力を身につけられる学校にしていきた
いということで、ICT活用による21世紀型教育
を採り入れ、生徒がグループワークで課題に取
り組みながら、思考力、判断力、表現力を身に
つけるアクティブ・ラーニングを実施していま
す。これを支えているのがHPの教育ソリュー
ションです。
生徒用タブレットに導入した「HP Pro Tablet 
10 EE G1」は、ボディが非常に頑丈なうえに
防塵防滴仕様ということで、持ち歩いて屋外
で使うことを前提に作られており、生徒が学
習に使うのに最適です。教職員用に採用した
「HP Elite x2 1011 G1」は、普段はコンパク
トなノートPCとして使え、授業では画面を取
り外してタブレットとしても使えるのが本当に
便利です。
標準搭載されているソフトウェア「 H P 
Classroom Manager」は、教職員用タブレット
と生徒用タブレットを教室WiFiを経由して無線
接続し、画面の共有や課題の配布、回収あるい
は必要に応じて生徒のタブレットの機能を制限
するなど、授業の円滑な進行をサポートする機
能が簡単な操作で利用できます。

また、「HPアドバンスド無線ドッキングステー
ション」は最新の無線規格「Wi-Gig」で教職員
用タブレットと高速無線接続できるうえ、各種
のポートを豊富に備えています。電子黒板や高
速なインクジェットプリンター「HP OfficeJet 
Pro X576dw」をはじめとする周辺機器と瞬時
に接続し、手軽に授業に活用することもできま
す。非常にコンパクトで教室での置き場所も選
びません。
これら、アクティブ・ラーニングの実現に必要な
ものがソリューションとしてまるごと用意され、
いずれも細かなところまで配慮が行き届いて
いるのは、さすがはグローバルで実績のある
HP。学校という環境を知り尽くしたうえで開発
されていると思います。
これらをうまく使いこなしていくことで、アク
ティブ・ラーニングの質も深まり、それはいず
れ通常の授業にもフィードバックされていくで
しょう。どれだけ大きな効果が得られるか、今
後が実に楽しみです。今回始めた授業では、ま
だ4か月しかたっていないにも関わらず、生徒
の成長には目を見張るものがあり、確実な手
応えを感じています。一部のクラスで始めたこ
の授業ですが、今後より多くのクラスへ展開し
ていくことを視野に入れ、準備を進めていると
ころです。考えるだけで、ワクワクしてきます。
また、グローバルでビジネス展開をされている
HPさんは、同じくグローバル人財育成を目指
す滋賀学園の方針ともリンクします。今後も我
が校のパートナーとして支えていただきたい
と願っています。

学校法人滋賀学園
滋賀学園高等学校
滋賀学園中学校　
校長
安居 長敏 氏

学校法人滋賀学園

導入製品
• HP Pro Tablet 10 EE G1
• HP Elite x2 1011 G1
• HP アドバンスド無線ドッキングステーション
• HP Classroom Manager
• HP OfficeJet Pro X576dw
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から、思いがけず鋭い意見が出てきたりして。
スタートしたばかりですが、着実に効果が出て
いるという手応えがあります。

大きな可能性のある
アクティブ・ラーニングに
今後も積極的に
関わっていきたいです。

HPの2 in 1タブレットを
使ってみたご感想をお聞かせください。

私がおもに使っているのは「H P E l i t e x 2 
1011 G1」ですが、授業ではタブレットとして、
職員室ではノートパソコンとして使えるところ
が実に便利ですね。キーボードとセットにして
もスマートに見えるのに、米軍の調達基準を満
たすほど頑丈というのにも驚きました。軽くて
コンパクトなので持ち歩きやすいところも気
に入っています。生徒用のタブレット「HP Pro 
Tablet 10 EE G1」も、ラバーコーティングジャ
ケットでちょっと落としたくらいでは傷がつきに
くく頑丈で、防塵防滴ということで安心して生
徒に渡せますね。スタイラスペンが本体に収納
できるうえ、紛失防止のストラップも付いてい
るなど、細かなところまで配慮が行き届いてい
るなと感心しました。

では、今後の意気込みを教えてください。

アクティブ・ラーニングというスタイルはとて
も大きな可能性があると思います。なにしろ生
徒の目の輝きが違いますから。実際に中学では
「なんで日本人なのに英語を勉強しなきゃい
けないの？」といっていた生徒が、授業に前の
めりになってくれたりしています。それは教員
として本当にやりがいがあります。なにより私
自身にもたくさんの気づきがあるし、それをう
まく活用すれば、通常の授業ももっと楽しく取
り組んでもらえるようになると思います。
今後もこういった新しい取り組みに、積極的に
関わっていきたいですね。

生徒が自分で考え、
これまでに得た知識を駆使し、
自分で発表する、
アクティブ・ラーニングに
取り組んでいます。

普段の仕事では
どのようなことをされていますか?
私は普段は英語を教えています。それと並行
して「国際理解」という教科でアクティブ・ラー
ニングにも携わっています。これは『「自分たち
の周りで起こっている現状を知り、課題に気づ
き、これまでに得た知識を活用し、チームで議
論し、まとまった解決策を発表する。」というプ
ロセスで学習に取り組み、各人がそれぞれの
得意分野を生かして参加、課題解決型の学習
をおこなう』という内容です。生徒一人ひとり
にタブレットを配布し、それぞれの課題を調べ
たり考えたことをその場で共有したり、生徒数
人でチームを組んでグループワークに取り組
み、最終的にはチームごとにプレゼンテーショ
ンしてもらいます。
それから併設している中学でも授業を持って
いて、そこでもアクティブ・ラーニングの形式
で英語を学ぶ授業に取り組んでいます。

アクティブ・ラーニングと通常の授業では、
何が異なり、どんな効果がありますか？

アクティブ・ラーニングでは生徒が自分で考
え、自分で発表することを重要視しています。
通常の授業では教員は一方的に教えて、生徒
はただ聞くだけということになってしまいがち
ですが、アクティブ・ラーニングの場合は、教員
は教えるというより、いかに場を盛り上げて議
論を活性化させ、生徒一人ひとりの良さを引き
出すかということが求められているところが大
きく違いますね。
生徒の反応も良好ですよ。とても楽しんでくれ
ているし、学びに対する積極性が出てきたよう
に思います。普段の授業では目立たない生徒

学校法人滋賀学園
滋賀学園高等学校
教諭
西賀 絵里佳 氏

学校法人滋賀学園

法人名
学校法人滋賀学園

学校名
滋賀学園高等学校

業種
学校教育／私立高等学校

住所
滋賀県東近江市建部北町520-1

関連校
びわこ学院大学／びわこ学院大学短期大学部／滋賀学園中学校／
びわこ学院大学附属こども園 あっぷる

http://www.shigagakuen.ed.jp/hs/
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業界
• 美容・健康

目的
• TBCの新たなチャレンジとなる「フィットエステTBC」
の店舗事業を次世代タブレットPOSシステムで支える

アプローチ
• HP ElitePad モバイル POSソリューションとエス
キュービズムの「EC-Orange POS」を組み合わせた
次世代タブレットPOSシステムを構築

ビジネスの効果
• 「HP ElitePad 1000」の直感的操作により操作に関
する研修を不要とし新しいコースの技術習得に専念
できる時間を創出

• 「HP ElitePad 1000」の米軍調達基準をクリアした
堅牢性により携帯して接客時に利用するニーズにも
対応

• 本社の経理部門が「EC-Orange POS」を通じてWeb
上で新店舗の売上情報などをリアルタイムに把握

TBCグループ株式会社
TBCの新しいチャレンジ「フィットエステTBC」は
HP ElitePad モバイル POSソリューションにより接客サービスの向上と業務の効率化を図る

日本のエステ業界のパイオニアであるTBCは、インストア型で中高年層を対象と
する「フィットエステTBC」のサービス開始にあたり、店舗でのサービスを支える
POSシステムにHP ElitePadモバイルPOSソリューションとエスキュービズムの
タブレット向けPOSシステム「EC-Orange POS」を採用した。わずか二週間程度で
のシステム構築、パソコンが苦手なエステティシャンもストレスなく使える直感
的な操作性、本社システムと連携し業務での利用が可能、在庫などお客様の問い合
わせにその場で回答など新しい業態に挑むTBCのニーズにきめ細かく対応。今後、
リテールジャケットを活用しお客様のいる場所でモバイルクレジット決済を可能
にするなど接客サービスのさらなる向上を図っていく。

「フィットエステTBC」という
チャレンジを支える　　　　　
次世代タブレットPOSシステム
スポーツクラブで汗を流した後はエステで心
身ともにリラックス…。2014年7月、TBCのイ
ンショップ型新ブランド「フィットエステTBC」
が、セサミスポーツクラブ三鷹内にオープンし
た。フィットエステTBCは、健康で美しいライフ
スタイルの可能性を追求するTBCが従来の主
要顧客である若者層ではなく中高年層の市場
開拓に挑む新しい試みだ。
「エステティックの素晴らしさを、より多くの人
に、より身近に感じてほしい」という信念のも
と、全国に約240の直営エステサロンを運営す
るTBCは業界のパイオニアとして新しい美と健
康のかたちの提案にも積極的だ。例えば、これ
まで女性のものとされてきたエステ市場を男
性にまで拡大させた「MEN’S TBC」や、お客様
の声から生まれた脱毛サロン「エピレ」、化粧
品・健康食品の開発など様々な事業を展開し
ている。
フィットエステTBCの特徴について「フィットネ
スクラブの会員様を対象とし、50代、60代の
お客様が中心です。メニュー構成もアンチエ
イジングなど中高年のお客様向けに変えてい
ます。中高年層へのエステ事業の拡大を見据
えたチャレンジです」と、TBCグループ株式会
社 フィットエステTBCソリューションマネジャー 
村本学氏は話す。
フィットエステという新たな業態で競争力を高
めるためには他社よりも一歩先に出店するこ
とが重要なポイントとなる。
TBCはHP ElitePad モバイル POSソリューショ
ンとエスキュービズムのタブレット向けPOSシ
ステム「EC-Orange POS（ECオレンジポス）」
を採用することで、わずか2週間程度で次世代
タブレットPOSシステムを構築し短期間での
サービス開始を実現した。

本社の決済関連部門から紹介さ
れたHP ElitePadモバイルPOS
ソリューション
フィットエステTBCのファーストステップとなる
セサミスポーツクラブ三鷹内の店舗に導入す
るPOSシステムは、当初TBCの既存基幹シス
テムの活用が考えられていたという。しかし、
スポーツクラブ内の限られたスペースでのス
タートとなることからシンプルでフットワーク
に優れたシステムが適していた。「まずは1店
舗で使うシステムですから、コストがかからず
短期間での導入が必要でした。またスタッフが
すぐに使えてお客様をお待たせすることなくス
ムーズに業務がおこなえ、サービス向上に貢献
できることも欠かせません。と、TBCグループ
株式会社 ビジネスソリューション部 アシスタン
トマネジャー 黒須俊之氏は話す。
エステ事業の可能性を拓くフィットエステTBC
に対するTBCグループ本社内の期待は大き
い。それは事業を支えるPOSシステムにも向
けられていた。同グループ本社のビジネスソ
リューション部門は、HP ElitePadモバイル
POSソリューションとEC-Orange POSを活用
した次世代タブレットPOSシステムの可能性に
着目した。
タブレットPOSレジ分野で豊富な実績を有する
EC-Orange POSは、洗練された機能をクラウ
ド型サービスで利用するかたちとなるため、構
築期間や導入・運用コストを大幅に抑えること
ができます。EC-Orange POSの先進的な仕組
みとモバイルPOSを可能にするHP ElitePad 
モバイルPOSソリューションの組み合わせにビ
ジネスソリューション部門は大きな可能性を見
ていました」。
フィットエステTBCの店舗事業を支えるPOSシ
ステムの選定では、モバイル性、クレジットカー
ドとPOSシステムの統合、短期間構築などタブ
レットPOSシステムの観点に加え、本社システ

TBCグループ株式会社　
フィットエステTBC
ソリューションマネジャー
村本 学 氏

TBCグループ株式会社　
ビジネスソリューション部
アシスタントマネジャー
黒須 俊之 氏
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ムとの連携など業務利用の側面が重視された。

業務利用、直感的操作性、
堅牢性がタブレットPOS端末の
採用のポイント
スポーツクラブ内という限られた空間で複数
台のノートPCを設置するスペース的余裕はな
く、タブレットPOS端末にも業務での利用が求
められた。
「店舗スタッフが日常的に利用するのはExcel
やWordなどです。また本社システムはほとん
どがWindows対応のため、Windows OS以外
ではシステム開発や改修など新たな投資が必
要となります。導入コストを抑制し業務の効率
化を図るために汎用性に優れたWindows8タ
ブレットを採用することにしました」（黒須氏）。
Windows8タブレットの中でHPタブレットを選
択した理由について「TBCではHPタブレットを
約1,000台導入しており、その使いやすさや品
質を高く評価しています。米軍調達基準をクリ
アしている堅牢性や、美しいデザイン、お客様
に見せやすい10.1インチの画面サイズもポイ
ントとなりました」と黒須氏は話す。

モバイルPOSのメリットを活かし
接客サービスを向上
2014年7月、サービス開始後、セサミスポー
ツクラブ三鷹内店舗の事業は順調に推移して
いる。TBCでは、これまで店舗の状況報告はア
ナログ手段が中心だったが、今回は本社の経
理部門がEC-Orange POSを通じてWeb上で
売上情報などをリアルタイムに把握している。
「新しい業態なので決済の仕方や使える回数

券なども違っていたりします。本社の経理に
Web上で確認してもらうことでタイムリーなア
ドバイスが受けられるなどとても助かっていま
す」と、現場のマネジメントを担っている村本氏
は話す。
POSレジ業務に加え、商品・在庫情報、サービ
スメニュー、顧客情報などを確認できるEC-
Orange POSの機能と、HPタブレットPOS端末
のモバイル性を活かし接客サービスの向上も
図っている。
HPとエスキュービズムはWindows8タブレッ
トを活用したモバイルクレジット決済ソリュー
ションを共同で構築し高いセキュリティを担保
できる点も特徴だ。
今後について「約2週間でサービスを開始でき
る環境を構築できたスピード感と低コストに対
して高く評価しています。クラウド型サービス
のため拡張も容易におこなえるため、フィット
エステTBCの事業拡大をはじめインショップ型
店舗へのPOSシステム導入では選択肢の1つ
になります。またお客様一人一人に合わせた
美容サービスを提供するべく顧客管理データ
の活用も今後の課題です。将来、TBC全体のレ
ジの仕組みを見直すときには参考事例の1つ
になると考えています」黒須氏は話します。
有線LANを使ってテンプレートを一斉に展開
できるHPタブレットPOS端末なら事業拡大な
どによる大規模展開も容易におこなえる。高齢
化、ストレスの増大といった環境の変化により
美や健康、癒しへのニーズが高まっていく中、
活躍するシーンが広がるTBCのチャレンジを
HP ElitePad モバイルPOSソリューションは支
えていく。

TBCグループ株式会社
所在地
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル43F

設立
1976年（昭和51年）3月22日

代表者
代表取締役　天辰 文夫
代表取締役　手塚 圭子

資本金
7億8,000万円（2014年9月末現在）

従業員数
2,300名

事業内容
エステティックサロン（TBC、MEN'S TBC）の経営、化粧品・エステ関連商品の研究開発および販売

関連企業
インセル株式会社、エース株式会社、株式会社シュプレイムルミナス、株式会社TBC、
東京医療株式会社

加盟団体
日本スキン・エステティック協会、日本エステティック業協会、日本エステティック工業会、
日本化粧品工業連合会、社団法人 消費者関連専門家会議、東京商工会議所

http://www.tbc.co.jp/company/outline.html

HP ElitePad 1000 G2
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函館市教育委員会
函館市立東山小学校
函館市の市立小学校26校に883台のHPタブレットを導入
パソコン教室だけでなくアクティブ・ラーニングへのICT活用を推進

函館市は市立小学校26校においてパソコン教室の既存デスクトップパソコンを
HPタブレットに刷新した。パソコン教室だけでなくHPタブレットの機動性を活
かしアクティブ・ラーニングなどへのICT活用を推進するためだ。HPタブレット
の採用では落としても安心の堅牢性や既存の教育資産の継承、使いやすさなど小
学校の教育用タブレットとして様々な面で考慮されていることが評価された。HP
タブレットを導入した函館市立東山小学校は自由研究の発表会で活用しており、
今後は理科や体育、課外学習などHPタブレツトを使ってICTを活用した教育を広
げていく。

業界
• 教育

目的
• タブレットを使ってパソコン教室以外でのICTを活用
した教育の推進

アプローチ
• 函館市の市立小学校26校のパソコン教室の既存デ
スクトップパソコンをHPタブレットに刷新。HPタブ
レットの機動性を活かすことでICTを活用した教育
シーンの拡大を図る

IT構築
• パソコン教室では有線LAN、HPタブレットを持ち出し
たときは無線LANで利用

• Windows搭載のHPタブレットによりWindows対応
の授業支援ソフトで作成したデータなど学校の教育
資産を継承

• キーボードに本体を差し込むことで素早くドッキング
してノートパソコンとして利用

• 既存デスクトップPCのハードディスク使用容量は約
160GBのうち30GB程度、HPタブレットの内部スト
レージは64GBのため十分な容量を確保。またHPタ
ブレットは4コアのCPUを搭載し授業支援ソフトの快
適な利用を実現

教育の効果
• 優れた堅牢性により小学校の児童が落としたりぶ
つけたりしたときも壊れる心配がないため安心して
利用

• HPタブレットの豊富なポートによりプロジェクター、
書画カメラ、電子黒板などと連携しICTを活用した教
育の可能性が広がる

• デスクトップパソコンに比べて省スペース化を実現。
友達の顔が見えるようになったと児童からも好評

• HPタブレットをプロジェクターにつなぎ、児童による
自由研究の発表を実施しプレゼンテーション能力を
育成

• 今後、双方向型の授業の充実や理科、体育、課外授
業など体験型の授業でHPタブレットを利用したアク
ティブ・ラーニングの推進を図っていく

予算的な問題があります」。
パソコン台数を増やすことなくアクティブ・
ラーニングにICTを活用するために重要なポイ
ントは「パソコンを教室から持ち出して活用で
きること」と嶋田氏は指摘する。函館市が着目
したのがタブレットだった。

Windows搭載と
落としても安心の堅牢性を
重視しHPタブレットを採用
函館市の市立小学校にタブレットを導入するう
えで重要なポイントを嶋田氏は2点挙げた。「1
つめはWindowsタブレットであるということで
す。函館市の市立小学校ではWindows対応の
授業支援ソフトを利用しており学校の教育資
産を継承するためにWindows対応は必要と
なります。2つめは堅牢性です。小学校の児童
が利用するため落としたりぶつけたりといった
ケースは日常的に起こりえます」。
函館市はWindows搭載や堅牢性など小学校
の教育用タブレットとして様々な面で考慮され
ていることを評価しHPタブレットを採用した。
HPタブレットは教育現場での使用環境を考慮
し70cmからの落下に耐える頑丈設計となっ
ている。また紐付きのスタイラスペンを標準
搭載し、キーボードに本体を差し込むことで素
早くドッキングしてノートパソコンとして利用
できる。豊富なポートは教室学習の際に便利
だ。既存デスクトップPCのハードディスク使用
容量は約160GBのうち30GB程度であり、HP
タブレットの内部ストレージの64GBは十分な
容量だった。
函館市は2015年度、函館市の市立小学校46
校のうち既存デスクトップパソコンのリプレイ
スを迎えた26校で883台のHPタブレットを導
入した。今後、順次既存デスクトップパソコンの
更新時期に合わせてタブレットに切り替えてい
く予定だ。
2015年7月、函館市立東山小学校のパソコン

パソコン教室以外でも
ICTを活用した教育ニーズが拡大
1859年に横浜、長崎とともに日本で最初の国
際貿易港として門戸を開いた函館市は、諸外
国との交流の中で固有の文化を築き上げ発展
してきた。国際交流を大切にする精神は現在
も函館市に連綿と引き継がれている。
2015年度の教育行政執行方針において函館
市教育委員会の基本方針は、グローバル社会
をたくましく生き抜く「生きる力」を育む学校
教育の推進を掲げている。主体的に深く学ぶ
学習を通じて確かな学力の一層の定着を図る
とともに知・徳・体の調和のとれた育成を目指
している。
同市が目指す学校教育を実現していくために
ICTの活用は欠かせない。同市は2001年度か
ら市立の全小中学校でパソコン教室の整備を
図り2009年度までに各学校に1クラス分のデ
スクトップパソコンの配備を完了。また2014
年度までに市立の小中高等学校の67校で校
内LANを整備し光回線への切り替えも順次進
めている。
2015年度から函館市の市立小学校26校では
パソコン教室の既存デスクトップパソコンの更
新時期に入った。デスクトップパソコンの導入
当時に比べ、現在は教育にICTを活用するシー
ンが拡大している。
従来のICT教育環境の課題について函館市立
東山小学校 校長 嶋田聡氏はこう話す。「文部
科学省は初等・中等教育において児童生徒が
先生の話を受動的に聞いて理解するだけでな
く、能動的に学習するアクティブ・ラーニングを
強く推進する方向を打ち出しています。児童生
徒が主体的に学ぶうえでパソコンを操作して
情報を得ることはとても大事です。函館市立東
山小学校には455名の児童がいます。1クラス
分のパソコン台数では各クラスでICTを活用し
たアクティブ・ラーニングをおこなうことはでき
ません。またパソコン台数を増やすことも市の

函館市立東山小学校
校長　嶋田 聡 氏
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はクイズを盛り込んだりと飽きさせない工夫
もされていた。児童の机の上には発表のため
の資料と評価の表が置かれていた。「評価の表
はデジタル化してスイッチ形式にしても面白い
と思います。しかし発表のための資料は紙が適
しています。児童がすぐに書き込める手軽さに
加え、先生にとって何が書き込まれているのか
を知ることは指導するときに大事な要素となり
ます」。
ICTを活用したアクティブ・ラーニングはこれま
でおこなってきた問題解決型学習や体験学習
の延長線上にあると嶋田氏は話す。「6年生が
5年生に修学旅行での体験を発表する機会を
設けています。修学旅行のときにHPタブレット
をグループに1台ずつ持たせて、事前に調べた
ものをフォルダーに入れ、現地で写真を撮って
空き時間に整理しておけば修学旅行から戻っ
てきてそのまま発表することもできます。また
HPタブレットと電子黒板をつなぎ、児童がHP
タブレットに書き込んだものを電子黒板で共有
し、児童が教え合い、学び合う双方向型の授業
の充実も図れます」。
理科や体育、課外授業など体験型の授業では
HPタブレットを使って調べたり映像で確認した
り様々な活用が考えられる。「私は体育の教師
ですから、体育館で使うのは私が最初かもしれ
ませんね」と嶋田氏は笑顔になる。HPタブレッ
トを持ち出すことでアクティブ・ラーニングの
可能性は広がっていく。

函館市

函館市教育委員会 所在地
〒040-0036 
北海道函館市東雲町4-13

総人口
269,079人（平成27年9月末現在）

世帯数
143,810世帯  （平成27年9月末現在）

面積
677.83平方km（平成26年10月1日現在）

概要
函館市は渡島半島の南東部に位置し、温暖な
気候、恵まれた自然、集積した都市機能、さらに
歴史と伝統に培われた文化など多くの優れた
特性を有している。また北海道と本州を結ぶ交
通の重要拠点として、また南北海道における行
政・経済・文化の中核都市として成長してきた。
2016年3月に北海道新幹線が新函館北斗駅
まで開通する予定など新たな飛躍も芽生えて
いる。

教室にHPタブレットが導入された。「デスクトッ
プパソコンに比べると随分スッキリしました。
資料を置くスペースもゆとりがあります。児童
は友達の顔が見えるようになったと喜んでい
ます」。パソコン教室では有線LAN、HPタブレッ
トを持ち出したときは無線LANで利用する。
同校はHDMI （High-Definition Multimedia 
Interface、高精細度マルチメディアインター
フェイス）ケーブル、大型テレビ、プロジェク
ター、スクリーン、書画カメラ、電子黒板など
ICT教育環境が整備されておりHPタブレットを
様々な授業シーンで活用することが可能だ。

HPタブレット活用のポイントは
「ためす、なおす、教える」
同校ではHPタブレットの使い方を学ぶ研修
会も開催しているが、「いろいろ使って試すこ
と」を重視している。嶋田氏は授業でHPタブ
レットを活用する3つのポイントを明記し各先
生に伝えるとともにパソコン教室に貼り出し
ている。
ためす（クイズに挑戦、ペンで入力、カメラ撮
影）、なおす（データ修正、プリント作成、繰り
返し）、教える（操作を教える、発表する、新し
く創る）。「この3つのポイントは児童に向けた
ものですが、先生も同様に大事なポイントに
なります」。
取材時、HPタブレットをプロジェクターにつな
ぎ、児童による自由研究の発表がおこなわれて
いた。画像や音声を入れたプレゼンテーション
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函館市教育委員会　学校教育部学校教育課
課長　山本良子 氏

函館市は、本市の義務教育推進の指針とし
て「函館市義務教育基本計画（2008年から
2017年）」を策定しており、義務教育の基本理
念として「心豊かに学び、共に未来のふるさと
を拓く子どもをはぐくむ」を掲げています。同
計画で「目指す子ども像」の1つに「ともに未来
を生きる子ども」があり、社会の変化に主体的
に対応する力を持ち、広い視野に立って社会に
貢献する子どもを育むことを目指しています。
同計画を実現するうえでICTは欠かせない要
素です。2015年度は各学校に対し「ICTを効果
的に活用した教育実践に取り組むこと」を達成
目標として示しています。今回、市立小学校へ
のHPタブレットの導入は、わかる授業を実践し
児童の学力向上を図っていくICTを活用した教
育を推進するものです。HPタブレットは使いや
すさ、頑丈さなど小学校の教育用タブレットと
して良く考慮されている点を評価しました。今
後も教育分野に力を入れていただくことを期
待しています。
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バニラ・エア株式会社
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

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、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ソリューション（HP MX10）だ。HP 
ElitePadはOSにWindows Embeddedを採用し有線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、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
ウンター業務の効率化を図っている。

業界
• 航空運送事業（国内線・国際線）

目的
• 自動チェックイン機の導入において従来専用端末か
ら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

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。汎用品を上手く組み合わせてコストを抑え
ながら高い品質を実現

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
ンターフェイスにこだわりバニラエア仕様に変更

• 自動チェックイン機の設置や保守を同社のICT部で
担当しランニングコストを削減

導入効果
• チェックイン処理がスムーズにおこなえるH P 

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

• タブレットとドックは物理的にロック、ドックは筐体に
ねじ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

ミッション・コンセプトは
Simple、Excellent、New Basic
2015年のお正月、ゴールデンウイーク、お盆
の国内線、国際線の搭乗率でトップを競い合っ
たバニラエア。2015年9月の搭乗率も89.6%
と常に90%近い搭乗率を維持している。好調
の理由は価格の安さだけではない。日本なら
ではのLCC（格安航空会社）という新しいビジ
ネスモデルが日本国内はもとより海外の多く

のお客様の心を掴んでいるからだ。
バニラエアの前身となるエアアジア・ジャパン
は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として生まれ変わった。
国内で唯一、国内航空会社が100%出資する
LCCとしてバニラエアが目指しているのは、シ
ンプルな商品・サービスをベースに価格以上
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バニラ・エア株式会社
ICT部長
近藤 貴仁 氏

バニラ・エア株式会社
ICT部
毛利 有美子 氏

の満足を提供することだ。そのミッション・コン
セプトをSimple、Excellent、New Basicの3つ
のキーワードであらわしている。
「高い品質と安い運賃は相反すると思われが
ちですが、決してそうではありません。お客様
が本当に必要とされているサービスにフォー
カスし飾らずSimpleにサービスを提供してい
く。Simpleだからこそすべてのお客様が気軽
かつスマートに旅を楽しめます。またSimpleで
ありながら日本のお客様のニーズにExcellent
な品質の運航・サービスで応えていく。旅の移
動手段としての役割を満たしながら一歩先の
使いやすさを実現する旅のNew Basicになっ
ていきたい。当社が大切にしているのはお客
様に『バニラエアらしさ』を楽しんでいただき
たいということです」とバニラエアのICT部長 
近藤貴仁氏は話す。
2015年8月、バニラエアは累計搭乗者数200
万人を突破。ターゲットの設定や路線の選択、
お得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。
またリゾート路線をメインとし地域の活性化に
も貢献している。バニラエアの就航により奄美
大島は沖縄に次ぐ日本の南国リゾートとして多
くの人が訪れるようになった。格安キャンペー
ン「わくわくバニラ」や電車で利用する感覚で
使える回数券はすぐ売り切れてしまう人気のメ
ニューだ。
現在、国内線3路線（成田=札幌、沖縄、奄美大
島）、国際線3路線（成田=台北、香港、高雄）の
計6路線を就航。飛行機に搭乗するお客様の
満足度に大きく影響するのがチェックインだ。
スムーズな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
課題となるチェックインの効率化を図るべく、
バニラエアは2014年8月から順次自動チェッ
クイン機を導入。端末にHPタブレットを採用
し、目指したのはSimpleかつExcellentなセル
フチェックインサービスだ。

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
チェックイン時の混雑緩和とカウンター業務
の効率化を目的にどの航空会社も自動チェッ
クイン機を導入している。2013年11月に誕生
したバニラエアもチェックインのセルフ化が急
務だった。立ち上げ時の多忙の中、自動チェッ
クイン機の検討を開始できたのは2014年5月
頃、導入予定時期は3か月後に迫っていた。
「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
コストを抑えながら高い品質を実現するという

コンセプトで製品の選定を開始しました。従来
専用端末はコストが高くなるため汎用品を活
用するという観点からタブレットに着目しまし
た」（近藤氏）。
同社が自動チェックイン機に採用するタブレッ
トは社内システムと連携するためWindows対
応が求められた。「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
の一体型の提案がありました。開発元はリテー
ルテックJAPAN（流通情報システム総合展）で
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
求めていたものでした」（毛利氏）。
同社が従来専用端末の代替として H P 
ElitePadとリテールドックの一体型ソリュー
ション（HP MX10）※1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
におこなえる高い性能と、様々なお客様が利
用しても壊れにくい堅牢性（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
ドックを自動チェックイン機にねじでしっかり留
めることができる。セキュリティは万全です。統
一感のあるデザインは見た目もスタイリッシュ
で、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
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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
2015年6月、バニラエアはHP ElitePadとリ
テールドックの一体型ソリューションの採用を
決定しアプリケーション開発に入った。「アプリ
ケーション開発のテーマも低価格で品質は落
とさない。この点に尽きます。既存のパッケー
ジソフトを流用しながらもユーザーインター
フェイスにこだわってICT部でカスタマイズす
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、途中でパスポートをかざしてパス
ポート情報の登録をおこなう。
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ばならな
いからです。言語は日本語、英語、台湾語（繁体
字）の3か国語に対応しています」（毛利氏）。
リゾート路線ならではの演出もおこなってい
るという。「お客様の気持ちがはずむように、
メリー・クリスマスなどシーズン毎に一言メッ
セージを表示しています。設定変更は遠隔から
リモートでおこなっています」（毛利氏）。

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
た自動チェックイン機を成田3台、沖縄3台、札
幌3台、奄美大島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。
「自動チェックイン機のセットを当社の飛行機
で運んで設置し配線も自分たちでおこないま
した。ハードウェアもソフトウェアもランニング
コストを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
ントに託し現場の人に渡して差し換えてもらい
ます。現場ではエラーコードの分類もしっかり
おこなっています」（毛利氏）。
現在、搭乗者の65%が自動チェックイン機を利

HP ElitePad
リテールドック＋リテールジャケット
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バニラ・エア株式会社

所在地
成田国際空港 第2旅客ターミナル内

代表者
代表取締役社長　石井 知祥

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/

用しているという。国際線は手荷物を預ける人
が多いためそこまで利用が進んでいない。
「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さんにはタブレットや技術の進
化により『もっとこういうことができる』といった
先進的な提案を期待しています」（近藤氏）。
経営から現場のスタッフまで不断の努力が低
コストと品質を徹底追求する日本のLCCとし
ての「バニラエアらしさ」を支えている。今後、

路線網の拡充も視野に、安全運航と高い運航
品質のもとリゾート路線のLCCとしてさらに飛
躍するバニラエア。HP ElitePadは同社のミッ
ション・コンセプト「Simple、Excellent、New 
Basic」を自動チェックインサービスで実現して
いる。
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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
HP ElitePadモバイルPOSソリューションを活用し
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

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、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。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。

業界
• セルフレジによる無人販売所

目的
• 買物弱者の支援と地元経済を再生するICTを活用し
た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

変幻自在合同会社

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
少子高齢化や過疎化が進む中、食品や日用品
など日常の買い物が困難な「買物弱者」が増え
ている。買物弱者は過疎地に限らず高度成長
期に建てられた大規模団地でも顕在化し始め
ており、経済産業省ではその数を700万人程
度と推計。今後、高齢化の進展に伴い大きな社
会問題となっていくことが予測される。
買物弱者対策として進められているのが移動
販売や配送サービスなど宅配を中心とした取
り組みだ。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
は地域を問わず大きい。しかし常設店舗は人
件費などコストがかかりすぎるため過疎地など
で実現するのは難しいのが現状だ。
これまで買物弱者支援で困難だった常設店舗
を実現する取り組みとして注目を集めている
のが、2014年10月、宮城県気仙沼市内の仮設
住宅近くにオープンしたセルフレジによる無人
販売所（気仙沼モデル）だ。
被災地では、店舗の被災や高齢化により買物
弱者に対する支援が課題となっている。気仙沼
モデルは、地域住民間の厚い信頼のもとICTを
活用した無人販売所を運営する新しいビジネ
スモデルだ。コンテナ型の店舗内に店員はい
ない。棚には洗剤やトイレットペーパー、市指
定ゴミ袋といった日用品のほか、カップ麺やス
ナック菓子をはじめ生鮮品以外の食品が陳列

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
かけてくれます。また住民の方が自主的にお店
のまわりの雑草の手入れをしたり水捌けのた
めに砂利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
する気仙沼市のIT企業「変幻自在」の清水隼人
氏は話す。
無人販売所は地域の人々が顔を合わせるコ
ミュニケーションの場ともなっている。全国の
過疎地導入を視野に「公共性＋商店」という新
しいビジネスモデルを考案したのは、NTTドコ
モ 東北復興新生支援室の馬場勝己氏だ。馬場
氏も清水氏も最初から無人販売所をつくろう
と考えていたわけではない。両者とも「被災地
のために役立ちたい」という強い思いで活動し
ていく中で買物弱者を救う気仙沼モデルが生
まれた。
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株式会社NTTドコモ
東北復興新生支援室
馬場 勝己 氏

変幻自在合同会社
代表社員
清水 隼人 氏

株式会社NTTドコモ
東北復興新生支援室
内藤 宣仁 氏

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
東日本大震災後、清水氏は物資輸送の支援活
動を機にWeb広告代理店を退社し気仙沼に住
居を移して住民のサポートを開始した。ドコモ
の馬場氏は「出身地である宮城県のために何
かしたい」と思い、2011年12月にドコモが被
災地を復興するための専門部署として立ち上
げた東北復興新生支援室のメンバー募集に応
募し選抜された。
「通信設備の早期復旧や仮設住宅のネットワー
ク環境の整備をおこなった後、住民の方が通
常の生活を取り戻すための支援活動に本腰を
入れることになりました。仮設住宅を訪ねてま
わり、何が足りないのか、ニーズを把握するこ
とから始めました。その中で『買物が大変』とい
う多くの声を耳にしました」（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）。
清水氏も「被災地でボランティア活動をおこ
なってきた経験から、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
て成立させることが重要です」と話す。
馬場氏がプロジェクトのパートナーとして変
幻自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
がとても重要になります。変幻自在はタクシー
会社の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
ランティア活動を通じて地元住民が抱える課
題を肌で感じ、ビジネスの視点でその解決に
挑むことを大切にしています。今回のプロジェ
クトのパートナーを考えたときすぐに清水さん
の顔が浮かびました」（馬場氏）。
ドコモが売上げや在庫を一元管理するアプリ
を開発し、変幻自在が無人販売所の運営をお
こない、商品を地元の卸業者から仕入れる。問
題はいかに高齢者を中心とする多くの住民に
使ってもらえるか。この点では使いやすさと品

揃えが重要なポイントとなる。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
当初はスーパーマーケットにあるようなセルフ
レジを想定していたという。だが、高齢者には
使いにくい。「セルフレジシステムの開発では
高齢者の立場に立つことを大切にしました。
目指したのは銀行のATMに近いインターフェ
イスです。また利用者が自ら決済することを
理解していただくためにレジの雰囲気も大切
にしました」と、馬場氏のコンセプトに賛同しSE
としてプロジェクトに参加したNTTドコモ 東北
復興新生支援室 内藤宣仁氏は振り返る。
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
イドカードを採用。プリペイドカードは残額が
印字されるため安心感をもたらす。
「当時、プリペイドカードを利用するためのリー
ダライターはWindows対応のものしか見当た
りませんでした。リーダライターやバーコード
リーダーなどの周辺機器との連携がスムーズ
にできて、ドコモが取り扱ってる汎用タブレット
ということで絞り込んでいきました。最初は台
の上にタブレットをのせてワイヤーでつなげる
といったことも考えていましたが、同僚からHP
タブレットの紹介を受けて『これだ!』と。まさに
求めていたものでした」と馬場氏は話す。
W i n d o w s 8 . 1対応のH P E l i te Pa dはH P 
ElitePadリテールドックおよびリテールジャ
ケットに装着することでPOSシステムとして利
用できる。HP ElitePadリテールドックは豊富
なインターフェイスを備えており周辺機器と
の接続が可能だ。またコンパクト設計のためカ
ウンター上に商品を置くスペースも確保でき
る。見た目もレジのイメージそのものだ。
使いやすさでは3ステップで購入が完了する
簡単さを追求したという。利用者はセルフレジ
横でプリペイドカードを購入した後、①カードを
リーダーに入れ、②バーコードリーダーで商品
のバーコードをスキャンし、③画面の購入ボタ
ンを押す。次にどのようなアクションをするべ
きか、音声で誘導してくれるから高齢者でもと
まどうことがない。
セルフレジシステムを利用するために地域住
民に対し説明会も開催した。「高齢者の方でも
説明会で実際にタブレットを使って体験してい
ただくと、みなさん使いこなせるようになりま
す」（内藤氏）。
2014年11月オープン以来、HPタブレットを活
用したセルフレジシステムは大きなトラブルも
なく安定稼働を続けている。営業時間は午前7
時から午後10時、システムは24時間稼働して
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いる。「気仙沼は漁師町なので朝の営業時間
を早めてほしいというニーズもあります。無人
販売所の根幹となる決済機能を支えるHPタブ
レットは長時間でも安定して動いており、営業
時間の拡大にも柔軟に対応することが可能で
す」（清水氏）。

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
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10店舗の
対応が可能と考えています」（清水氏）。
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、無料オンラインサービス「Dropbox」を利
用し買物データや在庫管理をおこなっている。
在庫データなどをもとに運営する変幻自在が
商品を補充する。商品のラインアップには地域
住民に実施したアンケート結果を反映してお
り、購買データなどから売れ筋も把握し仕入れ
に活かしている。
「当初、盗難防止とセルフレジの状況を確認す
るために監視カメラを導入していましたが、ト
ラブルもなくコスト削減のために取り外してい
ます」（内藤氏）。
地元企業との連携も積極的におこなっている。

HP ElitePad
リテールドック＋リテールジャケット

タブレットでSkypeを活用しタクシーを呼ぶこ
ともできる。また商品を購入すると地元の美味
しいラーメンの無料券が当たるなどユニーク
なキャンペーンも実施。「買い物だけでなく、こ
こにくると面白いことがあるといったお店の個
性も追求していきたい」（清水氏）。
他の地域から気仙沼モデルに対する問い合わ
せや導入検討が増えているという。今後の展
開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していきます。運営や卸、
流通は導入先の地元企業に依頼します。現在、
多くの自治体からお問い合わせや引き合いが
きています」。
気仙沼モデルは、800MHz帯を含むdocomo
のLTE回線を利用するため繋がりやすくカバー
エリアも広いことから過疎地など様々な地域
への展開に適している。地元の流通業者との
コラボレーションや自治会による運営などの検
討も進められており、地域の実情に柔軟に対応
できることも気仙沼モデルの特徴だ。
変幻自在は気仙沼市内の無人販売所の運営と
気仙沼モデルのプラットフォーム貸出の両輪で
ビジネスを拡大していく。「買物弱者支援だけ
でなく、人が集まる場所づくりに貢献していき
たい。コミュニティの活性化では、そこに人が
来る理由づくりが大切です。気仙沼モデルは商
品だけでなくサービスを販売することも可能
です。児童館や集会所など気仙沼モデルを導
入することでその場所に付加価値を創造する
ことができます」（清水氏）。
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。
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変幻自在合同会社

所在地
〒988-0017
宮城県気仙沼市南町2-2-25

代表社員
清水 隼人

事業内容
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、Off ice関連技術で自立するためのスクール（準備中）

http：//hengenjizai.jp/

株式会社NTTドコモ
東北復興新生支援室

室長
NTTドコモ取締役常務執行役員
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迅速に貢献できる事
業運営体制を構築するために設置

ミッション
 ・ 地域社会に寄り添い、モバイル・ICTでつなぎながら、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/
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株式会社
三喜ビジネスコーポレイション
お客様先で利用する電子申込みシステムの端末にHP Elite x2を導入
すぐにつながる常時接続と電子サインのしやすさでお客様サービスを向上

埼玉県を中心に事業を展開するアフラック販売代理店、三喜ビジネスコーポレイ
ション。同社はお客様と面談しながらノートパソコンとモバイルルーター、ペンタ
ブレットを使ってインターネット経由でアフラックの電子申込みシステムを利用
し生命保険の申込み手続きをおこなっていた。同システムを利用することでセキュ
リティの強化、ペーパーレス化が図れる一方で、「つながるのに時間がかかる」、「電
子サインがしづらい」などお客様サービスの低下を招く課題が生じていた。同社は
課題を解決するべく既存ノートパソコンからHPタブレット「HP Elite x2 1011 G1 
for au」に刷新。auの4G LTEを利用し常時接続で電源を入れるとすぐにつながる。ペ
ンで署名したときの読み取り精度が高く電子サインもスムーズにおこなえる。お客
様サービスの向上とともに時間の無駄を省き生産性を高めている。

業界
• 生命保険および損害保険代理店業

目的
• 「つながりにくさ」や「電子サインのしづらさ」などお
客様先で利用する電子申込みシステムの課題を解
決しお客様サービスと生産性の向上を図る

アプローチ
• 電子申込みシステムの端末を既存ノートパソコンか
らHP Elite x2 1011 G1 for auに刷新。「常時接続、
つながりやすさ」と「スムーズな電子サイン」で迅速
かつスムーズな電子申込み手続きを実現

IT構築
• auの4G LTEをサポートするHP Elite x2 1011 G1 

for auにより、常時接続で電源を入れるとすぐにイン
ターネットを利用可能。モバイルルーターも不要に

• ペンタブレットで定評のあるワコムのデジタイザペ
ンを採用しているHP Elite x2 1011 G1 for auによ
り正確でスムーズなペン入力を実現

• プリンターなど周辺機器と無線接続できるHPアドバ
ンスド無線ドッキングステーションも合わせて導入し
社内の無線環境を整備

導入の効果
• モバイルルーターでインターネットに接続するのに

5分を要することもあったが、いまはお客様を待たせ
ることもなくなり無駄な時間を省くことで生産性も
向上

• ノートパソコンにUSBでペンパッドを接続しペンで書
いたサインはなかなか読み取れなかったが、いまは
HPタブレットに手を置いて署名しても問題なくサイ
ンは完了

• HPタブレットは米軍調達基準をクリアしておりその
堅牢性により日々の営業活動で安心して利用

• HPタブレットに指紋認証を導入し情報漏えいの防止
対策を一層強化

• モバイルルーターやペンタブレットが不要となり運
用負荷を軽減

• 従来22人の営業のうち10名が電子申込みシステム
を使っていなかったが、いまは全員が電子申込みシ
ステムを利用

• 電子申込みシステムの全営業の利用によりチェック
作業の軽減や記入漏れによる書類不備の削減など
アフラックと同社の双方の事務効率化を実現。従来
アフラックに定期的に発注していた紙の申込書の枚
数も1,000枚から200枚に削減

• クラウド型ビジネスチャット「KDDI ChatWork」と無
線ドッキングステーションによりWeb会議を実現し時
間の有効活用を実現

Face to Faceを大切にした
営業で契約件数6万件
死亡保障ではなく、がん・医療・介護といった
「生きるための保険」を日本に定着させたアフ
ラック（アメリカンファミリー生命保険会社）。
革新的なビジネスモデルに加え、市場のニー
ズに応える商品や財務の健全性のもと、アフ
ラックのがん保険と医療保険は12年連続契約
件数No.1（平成15年版～平成26年版「イン
シュアランス生命保険統計号」より）と高い支
持を受けている。
アフラックの圧倒的な業界シェアを支えている
全国のアフラック販売代理店14,470店（2015
年3月末）の中で、契約件数が30位以内（独立
系の販売代理店では20位以内）を維持し続け
ているのが三喜ビジネスコーポレイションだ。
1986年設立、埼玉県を中心に千葉県、東京都
などのエリアで事業を展開する同社は、2011
年度アフラックの「法人会※1新契約部門」全国
1位（2014年度は全国3位）をはじめ官公庁、
医師会、各種組合など様々な団体と保険契約
を結んでいる。近年、個人との保険契約件数も
増えており、現在個人・法人含めて約3万人以上
（約6万件）のお客様と取り引きがある。
生命保険の取扱高で埼玉県内トップクラスの
実績を持つ同社の強みについて専務取締役 
山﨑充晴氏は次のように話す。
「当社の経営理念『お客様第一、法令等の遵
守、人間尊重と健全経営』のもと30年近く地域
に密着し事業を展開してきました。営業活動で
は面談中心のFace to Faceを大切にしていま

す。生命保険は契約を結んで終わりではなく、
保険の見直しはもとより入院時に迅速に保障
がおりるように手続きをおこなうなどお客様の
生涯にわたって生活設計のお手伝いをするの
が私たちの使命です。月に300件から500件
ある新規契約の多くは既存のお客様からご紹
介いただいています。お客様との信頼関係の
中で築いてきた日々の積み重ねが当社の強み
です」。
同社は面談中心の営業活動を効率的におこ
なうために22名の営業をエリアごとに分けて
いる。法人向けの営業は1人が約20集団を担
当し1日3つの集団をまわることも多いという。
「法人も個人も、各営業はお客様と直接顔を
合わせ、お客様の様々なご相談に親身になって
お応えしています。しかし時間は限られていま
す。いかにお客様サービスの向上を図りながら
生産性を高めていくか。相反する面が多いこ
の2つの課題を解決するために今回営業が利
用する端末をノートパソコンからHPタブレット
に刷新しました」（山﨑氏）。

※1 法人会とは日本各地の中小企業や個人事業主を会員の
対象とした非営利団体組織。
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株式会社三喜ビジネスコーポレイション
部長
中村 賢一 氏

株式会社三喜ビジネスコーポレイション
降籏 麻美 氏

株式会社三喜ビジネスコーポレイション
部長
経澤 和樹 氏

株式会社三喜ビジネスコーポレイション
専務取締役
山﨑 充晴 氏

「つながりにくさ」と
「電子サインのしづらさ」が
お客様サービス低下の要因に
アフラックの販売代理店はアフラックのシステ
ムを利用して業務をおこなっている。アフラッ
ク側でセキュリティの強化や情報の一元管理
を実現するためだ。
現在、アフラックは販売代理店に対し電子申込
みシステムの利用を推奨している。同システム
では、販売代理店がノートパソコンやタブレッ
トに申込みに必要なお客様の基本情報を登録
後、お客様自身が必要事項を記入のうえ電子
サインをおこなうことで申込み手続きが完了
する。ペーパーレスで加入手続きがおこなえる
ため、チェック作業の軽減や記入漏れによる書
類不備の削減などアフラックと販売代理店の
双方の事務効率化を実現できる。また同シス
テムの利用はWebブラウザでおこなうことか
ら端末側にデータが残らず情報漏えい防止対
策の強化も図れる。様々なメリットの一方で、
お客様先で同システムを利用する際に課題も
生じていた。
「モバイルルーターでインターネットに接続し
ていましたが、電子申込みシステムにアクセス
するのに5分かかることもありました。お客様
と対面している営業にとって5分は長く辛い時
間です。お客様にご迷惑をおかけしたくなくて
紙の申込書を利用する営業も多くいました」と
実際に現場で営業活動をしている経澤和樹氏
は話す。
お客様サービスの低下につながる課題として
もう1つ、電子サインのしづらさがあった。「お
客様に電子サインで署名していただくとき、こ
れまでノートパソコンにUSBでペンパッドを接
続しペンで書いていただいていましたが、ペン
パッドとノートパソコンの相性が良くないのか、
なかなか読み取ることができませんでした。お
客様も書き方を工夫してくださったり、お客様
に余計な心配をおかけすることが心苦しかった
ですね」と営業の中村賢一氏も現場の視点で
問題点を指摘する。
既存ノートパソコンのリプレイスの際、製品選
定において同社の営業は電源を入れたらすぐ
につながることと、お客様がストレスなく電子
サインがおこなえることの2点を強く求めた。

すぐにつながる常時接続と
スムーズな電子サインが
採用の決め手
製品選定を担当した降籏麻美氏はノートパソ
コンやタブレットなどのカタログを取り寄せて
比較するなど検討をおこなったが、いずれも決
め手にかけていたという。状況を変えたのは、
スマートフォンやモバイルルーターの提供を
受けている「KDDIまとめてオフィス」からの紹
介だった。「HPタブレットHP Elite x2 1011 
G1 for auは当社の要望に見事に応えていまし
た。『これだ』と思いました」（降籏氏）。

HP El ite x2 1011 G1 for auは、auの4G  
LTEをサポートし常時接続のため電源を入れる
とすぐにインターネットを利用できる。モバイ
ルルーターを使う必要もない。auの4G  LTEは
屋内でもつながりやすい800MHz対応で人口
カバー率99%※2を達成しており、同社の営業
が室内でお客様と面談するときも「つながりに
くい」といった心配は無用となる。
また電子サインのしやすさも採用のポイントと
なった。HP Elite x2 1011 G1 for auはペン
タブレットで定評のあるワコムのデジタイザペ
ンを採用し正確でスムーズなペン入力を実現
している。「アフラックでは筆跡で個人を特定
する印鑑レスになってきており電子サインのし
やすさはますます重要となっています。私も試
しにHPタブレットを使ってサインをしてみまし
たがとても書きやすかったです」（降籏氏）。
日々の営業活動で利用するため堅牢性も重視
したと降籏氏は付け加える。「既存のノートパ
ソコンでは誤って落としたりぶつけたりして破
損することもありました。HPタブレットは米軍
調達基準をクリアしており頑丈であることも高
く評価しました」。
事前にHP Elite x2 1011 G1 for au の使い
やすさを検証した営業からは「これまでノート
パソコンに抱いていた不満点が改善されてお
り採用に前向きな意見が多かった」と経澤氏は
製品選定時を振り返る。

電子申込みシステムを
使っていなかった
10人の営業全員が利用
同社は2015年8月にHP Elite x2 1011 G1 
for au の採用を決定し、同年9月に22人の全
営業に配付を完了した。サービス開始後、数週
間しか経過していないが、すでに効果があら
われている。「電源を入れてすぐにつながるス
ピード感がいいですね。お客様をお待たせする
こともなくなり無駄な時間を省くことで生産性
の向上も実現しています」と経澤氏は話す。ま
た自宅にWi-Fi環境が整っていない営業にとっ
てHP Elite x2 1011 G1 for auのつながりや
すさは自宅での作業効率も高めている。
営業はタブレット1つを持ち運ぶだけで電子
申込みシステムを利用できるため荷物も軽く
なった。「使っていて便利だなと思ったのは、ス
マートフォンをHPタブレットにUSBで接続して
給電できるので、車で移動中にスマートフォン
の充電が切れそうになったときに重宝しました」
（中村氏）。モバイルルーターやペンタブレッ
トが不要となったことで、トラブルのリスク低
減や故障時の迅速な対応に加え、手配や請求
業務もシンプルとなり運用の効率化も図れた。
電子サインをするときにお客様の煩わしさが
解消されたメリットは大きいと経澤氏は話す。
「お客様に電子サインをしていただくときに
キーボードからはずしてHPタブレットをお客
様にお渡しします。HPタブレットの画面全体が
書くスペースとなるため文字のサイズを気に

※2 「人口カバー率」は国勢調査に用いられる約500m区画に
おいて、50%以上の場所で通信可能なエリアを基に算出。
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する必要もありません。既存のペンタブレット
は手を置いて書くと誤動作が起きていました
が、HPタブレットは画面の上に手を置いても
問題が起きることはなく安定した状態でご署
名いただけます。タブレットに直接書くため読
み取り精度も高く、複数のお客様に電子サイ
ンをしていただきましたが、すべて一回でOK
でした」。
申込書における告知の仕方も変わったとい
う。従来、営業が申込書を読み上げ、お客様の
YES・NOの告知をマウスで選択していたが、い
まはお客様自身がペンでタッチしYES・NOを
選択できる。申込書の文字が小さくて見づらい
場合は指で広げて大きくすることも可能だ。
今回のHPタブレットの導入で紙の申込書を
使っていた営業も電子申込みシステムを利用
するようになった。「当社の22人の営業のうち
10名が電子申込みシステムを利用していませ
んでした。いまはその10名全員が電子申込み
システムを利用しており、そのうち7名は電子
サインで申込み手続きを完了しています。残り
3名は同システムで契約を結ぶことができない
法人向け営業なので参照だけに利用していま
す」（降籏氏）。
手書き申込書の場合、アフラックが手書き文字
の手入力をおこなっているため読みづらい文
字や必要項目が空欄などアフラックと同社の
間で確認工数がかかっていた。電子申込みシ
ステムを全営業が利用することにより申込み
プロセスの迅速化が図れるとともにアフラック
の入力業務の効率化にもつながる。また従来
アフラックに定期的に発注していた紙の申込
書の枚数も1,000枚から200枚に削減するな
どアフラックのペーパーレス化の推進にも貢
献している。

無線ドッキングステーションも
合わせて導入し
社内の無線環境も整備
今回、同社はプリンターなど周辺機器と無線接
続できるHPアドバンスド無線ドッキングステー
ションも合わせて導入し社内の無線環境の整

所在地
〒336-0027
埼玉県さいたま市南区沼影1-20-1 
武蔵浦和大栄ビル5F

設立
昭和61年11月（創業昭和57年7月）

代表者
代表取締役社長　吉澤 三喜男

HP Elite x2 1011 G1 for au

備も図っている。「従来、ケーブル取り回しの煩
わしさがありましたが、いまはデスクまわりは
電源ケーブルだけでスッキリとしました。また
現在、日報の入力は社内LANからしかできない
ため、出社または帰社してHPタブレットの電源
を入れるだけですぐに日報を書くことができる
のはとても効率的です」（中村氏）。
同社はスマートフォンで利用しているクラウド
型ビジネスチャット「KDDI ChatWork」をHPタ
ブレットにも導入した。「KDDI ChatWork」を
利用し、HPタブレットのカメラとマイクを使っ
て各事務所と本社との間でWeb会議を開いて
移動時間の無駄を省いていく。本社側の出席
者が7名となるため無線ドッキングステーショ
ンで大画面のテレビにつないでWeb会議をお
こなうことにしたという。
「KDDI ChatWork」は端末を最後にどこで利
用したかといったログを収集できるため紛失や
盗難時の迅速な対応を可能にする。また同社
はHPタブレットに指紋認証を導入し情報漏え
いの防止対策を一層強化している。
HP Elite x2 1011 G1 for auは同社の社長も
愛用しているという。「これまで社長に支給し
ていたAndroidタブレットはアフラックのシス
テムを利用できませんでした。いまは必要な情
報をタイムリーに利用し経営判断に役立てる
ことが可能となりました」（降籏氏）。
今後の展望について「お客様をお待たせしな
い。余計な心配をおかけしない。今回、お客様
の視点で業務を改善できたことは大きな成果
です。また時間を有効に活用することで訪問
回数や契約件数の増加も期待しています。お
客様との接点で利用するHPタブレットは当社
のビジネスの根幹を担うものです。HPさんに
はタブレットはもとより当社の課題を解決する
先進的な提案を期待しています」と山㟢氏は
話す。
“「生きる」を創る。”アフラックのスローガンの
もとお客様の生活設計のお手伝いをする三喜
ビジネスコーポレイション。HPタブレットは3万
人の既存契約者と、今後増えていく新規契約
者と同社をつなぐ役割を果たしていく。

資本金
2,000万円

従業員数
役員　6名
社員　35名

事業内容
生命保険および損害保険代理店業

http://www.miki-bc.com/page2

株式会社三喜ビジネスコーポレイション
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HP タブレット製品ラインアップ

• アートコーポレーション株式会社 様　　P3  
• あいおいニッセイ同和損害調査株式会社 様　　P6
• 群馬パース大学 様　　P10
• TBCグループ株式会社 様　　P16
• バニラ・エア株式会社 様　　P20
• 変幻自在合同会社 様
株式会社NTTドコモ 東北復興新生支援室 様　P24

• バニラ・エア株式会社 様　　P20
• 変幻自在合同会社 様
株式会社NTTドコモ 東北復興新生支援室 様　P24

• 学校法人滋賀学園 様　　P14
• 株式会社三喜ビジネスコーポレイション 様　　P28

• 学校法人滋賀学園 様　　P14
• 函館市教育委員会 函館市立東山小学校 様　　P18

HP ElitePad 1000 G2

HP ElitePad リテールジャケット
HP ElitePad リテールケース
HP ElitePad リテールドック

HP Pro Tablet 10 EE G1

HP ElitePad 1000 G2 
看護タブレット

HP Pro Slate 10 EE G1

HP ElitePad 1000 G2 
頑丈タブレット

HP Elite x2 1012 G1HP Elite x2 1011 G1

HP Pro Tablet 408 G1
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安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ　
03-5749-8343　月～金 9:00～19:00　土 10:00～17:00（日、祝日、年末年始および5/1を除く）
HP タブレット製品に関する情報は　http://www.hp.com/jp/tabletpc
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HP Total Careサービス（オプション）
標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードする「HP Total Care」は、IT資産のライフサイクルに合わせた各種サービスをご用意しています。

HP Elite x2 1012 G1

HP Elite x2 1011 G1

HP x2 210 G2

HP ElitePad 1000 G2

HP ElitePad 1000 G2　

看
護

HP ElitePad 1000 G2　

頑
丈

HP Pro Tablet 10 EE G1

HP Pro Slate 10 EE G1

HP Pro Tablet 408 G1

CDS（コンフィグレーション&デプロイメントサービス）

コンフィグレーションサービス ● ● ● ● ● ● ● ● ● お客様仕様のタブレットをHP工場で生産し、直接お届けします。導入時にかかる作業場所、 
コスト、作業時間を大幅削減できます。

デプロイメントサービス ● ● ● ● ● ● ● ● ● 製品の設置や資産管理、データ移行など製品導入時に必要となる、さまざまな作業を提供。
導入工数を最小化できます。

標準保証延長

ハードウェアオンサイト（訪問修理）
翌日対応 ● ● ● ● ● ● お客様先へ翌営業日に出張訪問修理します。

ハードウェアオフサイトクーリエ（引取修理） ● ● ● ● ● ● お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送します。

ハードウェアエクスチェンジクーリエ ● ● ● 交換用のハードウェアをお客様へ送付、障害ハードウェアを引き取ります。

拡張保守

アクシデントサポート ● ● ● ● ● ● ● 水濡れ、落下、衝撃、サージなど偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となります。

POSソリューション ● HP ElitePad本体に加え、HP ElitePadリテールジャケットまたはリテールケース、およびHP 
ElitePadリテールドックもサポート対象となります。

ワンタイムバッテリ交換サービス ● ● ● ● ● ● バッテリの障害および劣化が発生した場合、バッテリ交換をおこないます。
製品本体購入から3年以内が対象となります。

ヘルプデスク/専用窓口

プライオリティアカウントサービス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ハードウェア障害発生時に、専用コール窓口にて迅速な障害受付をおこないます。

HPなんでも相談サービス ● ● ● ● ● ● ● ● ● HP製パソコン、タブレットだけではなく、他社製ソフトウェアや周辺機器、インターネットを利用
する際の疑問やトラブルを幅広くサポートします。

資産管理

Computrace サービス ● ● ● ● ● ● ● ● ● クラウドベースの『Absoluteカスタマーサービス』を通し、マルチOS、マルチデバイスを一元
管理します（1年、3年、4年、5年）

HP Touchpoint Manager ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1ユーザーから導入できる、デバイス管理クラウドサービスです。マルチOS、マルチデバイス
を一元管理できます（1年、2年、3年）

1年間保証延長

ポストワランティ ● ● ● ● ● ● 保証期間を1年間延長できるサービスです。

＊応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスのご提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。

HP Total Careサービスの詳細情報は、http://www.hp.com/jp/totalcareをご覧ください。
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