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システムの導入には
ぜひリースのご利用を！
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が便利です
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プリンタ消耗品
事務用品の購入は

2015 年 10 月

2015 年 11 月

7日（水）10:00 ～　福井
会場：中小企業産業大学校

7日（水）14:30 ～　金沢
会場：金沢勤労者プラザ

8日（木）14:30 ～　富山
会場：北日本新聞社　越中座

■ものづくり革新ｾﾐﾅｰ

■HCSｿﾘｭｰｼｮﾝﾌｪｱ2015
5 日（木）9:30 ～ 17:00
会場：とやま自遊館 ( 総合受付・展示 )

弊社ホームページからの
お申し込みも可能です
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直接的なきっかけとなったのは、昨年４月
のWindows XP の延長サポート終了です。
旧システムがXP 以降のOS に対応してい
なかったことが要因ではありますが、単な
る新OS 対応のためのシステム更新ではな
く、当時抱えていた業務改善の機会にもし
なければという思いがあり、HCS さんに
相談させていただきました。

多品種少量生産対応「ファクトリ ターコイズ販売管理」導入事例

受注情報を起点とした連携システムによりムダ・ムリ・ムラを削減！

　今回は、弊社にて新たに開発した、製造業向け
販売管理システム「ファクトリ ターコイズ販売
管理 （以下、「ファクトリTQ」）」をご採用いただい
た、中山電材株式会社様にお邪魔いたしました。
同社は、多種多様な素材と製品に対応した、高い
技術力と生産体制を整え、お客様の高度なニーズ
に応えられており、最近では航空機部品の製造実
績も持たれています。
　新システム構築前の課題から新システム構築
時に注力された点、また今後の展望について、中
山取締役にお話を伺いました。（以下、敬称略）
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中山電材株式会社 様

稼働からまだ期間が浅いとのことです
が、効果は表れていますでしょうか。

では新システム構築前の業務課題とは
どのようなものだったのでしょうか？

新システム構築時に注力された点をお
聞かせいただけますか？

まだ稼働から6 ヶ月ですが、手書きやエク
セル運用の「ムダ・ムリ・ムラ」は激減し
ていますし、取引先からの問い合わせ回答
時間も改善されてきています。また、シス
テムからエクセルで出力される「総売上
表（売上月報）」の活用により、営業会議の
精度が格段に向上しました。受注残管理
や、見通し管理に活用しています。経営者
の立場としても、各営業マンの動きが数字
として見え、非常に助かっています。ただ、
まだまだこのシステムを育てて行きたい
と思っており、高価な資材の端材管理や更
なる製造効率のアップについてHCS さん
にお手伝いいただきたいと考えています。

中山取締役
（背景は高速・高精度小型マシニングセンタ）

タやコード体系なども再整備しました。ま
た、受注情報に製造工程で必要な情報を付
加することで、その後に発行されるバー
コード管理が可能な「工程管理カード」「加
工発注書」「検査依頼表」にも自動で情報が
連携されるよう工夫しました。

ぜひお手伝いさせてください！

以前は受注から出荷までの流れがエクセ
ル中心に運用されていました。長年改善し
培ってきた運用ではありましたが、やはり
業務内容が属人化したり、個人によって差
がありました。当社は繰り返し生産型の製
造業ではなく、お客様からの多種多様なご
要望をいかに短納期でお応えするかが重
要な多品種小量生産型の製造業です。お客
様によって営業スタイルが異なるのは仕
方ない部分もあるのですが、お客様からい
ただいた問い合わせに対して、担当営業で
なければ回答できず、しかも確認に時間が
かかる、といった状況は改善しなければと
考えていました。

以前は二重入力や情報の点在といった課
題があったため、システム更新後は、運用
を「ファクトリTQ」 に一本化し、例外運用
が発生しないよう工夫しました。まず、受
注入力を起点に後続業務にデータが引き
継がれ情報が一元化できるよう、分類マス

まず、新システム構築のきっかけや背
景をお聞かせいただけますか？

創業：昭和４５年１０月　本社：富山県富山市

中山電材株式会社

お客様からの高度な要望に応える技術と設備
を整えられ、多様なプラスチック素材に対応。
様々な部品の設計・製作を行なわれています。

http://www.nakayama-denzai.com/



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。

〒939-2708 富山市婦中町島本郷 47-4
TEL (076)495-9824　E-mail ml-fair@hcs.co.jp

北陸コンピュータ・サービス株式会社
　 ビジネス統括部

【お問い合わせ】

ISO9001
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

ISO27001
国保連合会サービス部
情報サービスセンター
　富山センター
　金沢センター

編集後記

HCS での仕事内容 私の一枚

今回ご紹介するのは・・・HCS人のよこがお

　最近、肌寒い日が増えました。いつの間にか本格的に秋
が到来したようです。
　食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋…、秋と言えば皆さ
まは何を思い浮かべますか。筆者が一番楽しみにしている
のは、何と言っても「紅葉」です。すでに立山では9 月下旬から紅葉が始まっ
ているようです。筆者のおススメスポットではまだまだ紅葉は遠そうです。紅
葉は早ければ9 月頃、遅ければ11 月頃と長い期間楽しむことができるので、今
までに行ったことのないスポットにも出かけてみようかと思います。
　話は変わりますが、「もみじ」と「かえで」の違いはご存じでしょうか。驚くこと
に、植物分類上は「もみじ」と「かえで」に違いはないとか。どちらもカエデ科カ
エデ属の植物だそうです。ちなみに海外では、日本で言う「もみじ」も「かえで」とし
て認識している所がほとんどのようです。「もみじ」は紅葉を愛でる習慣のある日本人
ならではの愛称なのかもしれませんね。

テーマ：弓道で精神力強化！
　今年度の新入社員です！配属されて3ヶ月経ちま
した。最初は先輩についてお客様のところへ訪問し
ていましたが、最近は一人で外出する機会が増え、緊
張の連続です。まだまだ先輩のようには上手くいき
ませんが、一つ一つ着実に、出来ることを増やしてい
きます。
　石川県出身のため、仕事で富山のいたる所に出か
けるのはとても新鮮です。富山のことをもっと知り
たいと思います。

　弓道を楽しんでいますが、30ｍ先の的の中心に、矢が「ス
パッ」と当たった瞬間！は喜びの極みです。最初は矢を真っ
直ぐ飛ばすことができず、更に弦が顔に「バチッ」と当たる等
何度も痛い思いを経験しました。しかし、的に矢が気持ちよ
く当たる感覚を忘れられず、高校から大学まで弓道を続けて
いました。最近はなかなか矢場に足を運んでいませんでした
が、仕事のプレッシャーに負けない精神力をもっとつけるた
めにも、もう一度弓道を再開しようと思っています！

営業本部　富山ソリューション営業部　岸下 智信さんです

　いよいよ今月 10 月より、「通知
カード」が順次送付され、2016
年 1月からマイナンバー制度の運
用が始まります。
　この 10 月から来年 1月までの

間に多くの企業で、従業員やその扶養家族のマイナン
バーの収集が行われることが予想されます。
しかし、収集と管理方法もマイナンバー
制度では厳しく定められているため、
収集作業は企業の今一番の悩みどころ
ではないでしょうか。
　弊社では、マイナンバーの収集と
管理に特化したソリューションも
ご用意しておりますので、マイ
ナンバーの収集・管理にお困り
の方は、弊社までお気軽にお問
合せ下さい。

マイナンバー制度
「通知カード」いよいよ送付開始！

ょっと注目！

Oens 給与

マイナンバー

収集・管理

PCやプリンタ等の損金処理が可能に！
 　～「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を活用～

税制優遇継続！

耳より情報！ 

PCやプリンタ等の取得価格が30万円未満である減価
償却資産を損金扱いにできます。
（平成28年3月31日まで）

サーバのハード費用やターコイズ販売管理システム
等、ソフト費用が全額償却できます。

IT投資の際には弊社
営業までお気軽にご
相談ください。

第 12回
HCS ソリューション
フェア 2015
展示ソリューションのご紹介

クラウド型 地図 (GIS) ソリューション
FUJITSU Enterprise Application GIFOCUS( ジーアイフォーカス )

GIFOCUS はお客様保
有のデータをお客様
自身で簡単に地図に
登録・表示し、新た
な価値を生み出すこ
とができるクラウド
型地図サービスです。 

迫られるセキュリティ強化、
まずは ”パスワード ”の見直しから！
「生体認証」がさまざまな業種・業務で
導入がすすんでいるのをご存知ですか？

パスワード不要で
便利性向上
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11 月 5日 開催！


