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あつみファッション

基幹システムに
蓄積されたデータを
BI ツールで可視化！
① 各種データを経営

判断に利用ができる
ターコイズ販売管理をご利
用の企業様は受注・売上テ
ンプレートをご利用いただ
けます。

② 時間、
場所を問わず

状況確認ができる

スマホ・タブレットからも

閲 覧 が 可 能。外 出 先・出 張
先でも確認いただけます。

③ お客様独自の視点

も追加ができる

販売管理システムに限ら
ず、お客様でお持ちのデー
タをビジュアル化します。

ミャンマー工場・富山本社間の隔たりを解消！
1982 年設立のあつみファッション様は、
アパレルメーカー
や商社向けのOEM 製品を中心に、
ファンデーションやラン
ジェリーなど女性用下着の企画・製造・販売をされています。
『感謝・謙虚・誠実』という企業理念のもと、豊富な技
術力・機動力・知識を背景に、お客様が満足し、喜ばれる
製品を国内外で製造されています。
本 号 で は 、取 締 役 日 名田 城宏様からミャンマー新工
場 に お け る『 在 庫 数 量 と生産実績の精度アップ』と『現

ミャンマーを新工場の地に選ばれた

現場を見る事は大切ですね。

背景を教えていただけますか？

改善の効果はいかがでした？

日名田：現地の人件費と物流やビジネスに

日名田：ミャンマーの従業員が対応できる運

有利な立地という観点で場所を複数検討しま

用とするため、
必要な作業に絞り、
システム改

した。また、文化面の格差が少ない仏教国であ

修することで日本と比べて入力作業を10 分

るという条件で検討した結果、ミャンマーに

の１に圧縮しましたが、日本国内と同じ精度

新工場建設を決めました。

が確保できています。国をまたいだ通信も整

新工場立ち上げにあたって

備され、生産管理システム、ファイルサーバ、

HCS にご相談いただいたのは？

TQ ダッシュボードで情報共有が円滑に出来

以前から当社の生産管理シ
日名田：そうですね。

ました。
嬉しいお言葉ありがとうございます。

データ更新

貴社 or 剱 DC 他

基幹システム

HIT 経理

オンプレミス環境でも
剱DC環境でも利用OK

どのような点でお困りでしたか？

日名田：当時、いろいろ困ったことはあった
のですが、
優先順位が高かったのは『在庫数量
と生産実績の精度アップ』
と『現地状況のス
ピーディな把握と共有』でした。

画面イメージ

日名田 城宏様

話いただきました。
（ 以 下、敬称略 ）

いただいている印象もあったHCS さんに相談し

Power BI

取締役

地 状 況 の ス ピ ー デ ィ な 把握と共有』の改善についてお

ステムをサポートいただいており、
しっかり対応

運用イメージ

データ参照

Case Study

（所在地：富山県氷見市）

TQ ダッシュボード

インターネット環境

様

月号

新工場は保税区内にあるため、
輸入資材が
全て製造に利用されたかを現地税関へ報告し
なければならず、情報の精度が要求されます。
また、
日本で現地の状況をすぐ知りたい時で
も、
報告のタイムラグが発生していました。
相談された結果はいかがでしたか？

ています。
10 分の１の負荷で大きな効果ですね。
最後に今後の展望を教えてください。

日名田：取引の拡大と製造の効率化により、
ミャンマー工場の生産規模を倍にしていきた
いです。また入力作業などの定型業務を自動
化していきたいです。業務の負荷を減らし、従
業員がより働きやすい環境に改善していきた
いですね。
貴重なお話、
ありがとうございました。

通販サイト ( ランジェリー・ラボ）
ランジェリー・ファンデーション・下着などをオンラ
イン通販にて販売しています。35 年にわたり培った技術
を駆使した、メーカーのオリジナル製品ですので、素材・
縫製などは折り紙つきです。是非一度お試し下さい。

日名田：ＨＣＳさんにはミャンマーまで実際に行
き、
現地確認とヒアリングしていただきました。
その
結果をもとに運用やシステムの改善を提案いただい
たので、
ギャップも少なく、
大変助かりました。
また、
時間や場所を選ばず利用できる『TQダッシュ
TQ ダッシュボードの
お問合せは弊社まで

ボード』
の提案や、
国をまたいで通信するために、
通信
会社と当社との橋渡しもしていただきました。
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あと 1 年半！ご検討はお早めに！

Trend

2020 年1 月14 日
マイクロソフト
に、
（米国時間）
『 Windows 7』
、Windows Server
『
が提供しているOS
2008/2008 R2』
の延長サポートが終了します。
基本OS を更新する場合、資産を棚卸して新OS
への移行方針を検討するだけではなく、切替後の
安定稼働に向けた十分な事前検証や場合によっ
てはプログラム改修も必要となります。
困ったことにならないよう、お早めにHCS まで
ご相談ください。
１．終了するサポート内容
（１）セキュリティ更新プログラムの提供

セミナー / イベント情報

情報セキュリティ上の欠陥への対策がされない。

（２）OS に対する問合せへの対応（無償・有償 )
不具合時に助けを求めても、回答がされない。

6 月19、20 日に情報セキュ
リティ対策セミナーを開催し
ました。当日は株式会社ラッ
クから講師を招き、最新動向
や対策の勘所をご紹介いただ
きました。

↑セミナー会場

〜あしたのビジネスを止めないために〜
一 . 守るべきもの（情報・装置）を明確にすべし！
二 . セキュリティ対策はなるべく多層防御すべし！
三 . 最悪を想定し、バックアップ・連絡体制も
準備すべし！

Events

（３）OS の仕様変更・要望への対応
機能面の追加や改善がされない。

２．サポート終了に伴う潜在リスク

今年に入っても大きな地震がいくつか起こっています。

従業員と連絡する手段はご準備されていますか？
有事の際、

例：情報漏えい・ウイルス感染・フィッシング詐欺
が発生する。
（２）取引先・公的機関からの対応要求の発生

1

例：サイバーセキュリティ経営ガイドラインや
一般データ保護規則（GDPR）への対応を
取引先や公的機関から求められる。

2

（３）サポート不可・中止の発生
例：ウイルス対策ソフトメーカーがサポート切れ
OS 向けのパターンファイルの提供を終了する。

い い の

3

Ｑ. どのようなお仕事を？

き

し

飯野 暉士 さん
（2017 年度入社）

金融ビジネス本部
金融営業部

Solution

備えあれば憂いなし！

（１）セキュリティ被害の発生

HCS のよこがお

Events

ＨＣＳセミナー開催のご報告

をご検討下さい。
対策のひとつとして
『HCS 安否確認システム』
事前登録メール一斉送信機能
管理者はログイン後、1 クリック送信が可能
受信者ごとに個別アドレスを配布
回答者は最小限の手間で回答が可能
３階層で権限を管理
管理者は組織に適した確認が可能

Ｑ. 趣味を教えてください！

全国にいらっしゃる金融機

趣味は、
旅行とグルメです。

関様向けパッケージ(イメージ

近々、
タイ旅行を予定していま

ファイリング、手形管理システ

す。
本場のトムヤムクンを楽しん

ムなど)をご利用いただくお客

でこようと思っています。

様を中心に担当させていただ

グルメについては勉強中で

いております。お客様とお話し

すので、
上司や全国のお客様に

させていただく際や資料作成

オススメを教えていただきな

など何事もお客様の目線で考

がら
『違いのわかる男 飯野』
を目指したいと思います。

▲ 出張先の食事処でパチリ@高知県

えるように心がけています。

編集後記
今月はあつみファッション様にミャンマー新工
場での隔たりを解消されたお話を伺いました。
たく
さんある海外との隔たりの一つとして時差があり
ますね。
FIFA ワールドカップ2018 が先月開幕し、
私
はロシアとの時差に苦しんでいます。
今大会は新ルールが採用され、
そのいくつかにIT が登場し
ます。
『ビデオ・アシスタント・レフリー』
という映像判定の印
象が強いですが、
各チームへタブレット２台が支給され、
試合
中に利用できるようになったことをご存知でしょうか？
選手とボールに関する位置情報がリアルタイムで把握でき、
試合中のアナリストによる分析と分析結果に基づいた戦略立案
やハーフタイム中の指示に活用されているそうです。
新ルール
が結果を左右する今大会、
寝不足が当面続きそうです。
（みずの）

お問い合わせ

北陸コンピュータ・サービス株式会社
営業本部 ソリューション創造推進室

〒939-2708 富山市婦中町島本郷 47-4
TEL (076)495-9824 FAX (076)495-9843
URL; https://www.hcs.co.jp
ISO27001

ISO27017
情報セキュリティセンター
富山センター
金沢センター
国保連合会サービス部

ISO9001
情報セキュリティセンター
富山センター
運用統括グループ

システム本部
情報サービス本部
SI ビジネス本部
金融ビジネス本部

本ニュースレターに記載の情報はすべて編集時点のものです。情報の内容やURLなどが変更されている場合があります。予めご了承ください。また、本文中の商品名・会社名は各社の商標または登録商標です。

