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プリンタ消耗品
事務用品の購入は

実質原価の
見える化

シンプルな
システム構成

システム専任
担当者不要

多品種少量生産形態の加工業や
プロジェクト単位の製造業に最適！

お知らせ

「所有」から「利用」へ
クラウドで最適なサーバリソースをご提供します

メモリや
ディスク領域の
増減も容易

必要な
サーバインフラを
必要な期間利用

運用・監視も
おまかせ

データセンター

「HCS 剱データセンター」「HCS 剱データセンター」

ファクトリ ターコイズ販売管理
製造業向け販売管理システム

セミナー・展示会

2016 年 2月

17 日（水）14:00 ～　富山
於：北日本新聞社　越中座

18 日（木）10:00 ～　福井
於：福井県中小企業産業大学校

18 日（木）14:30 ～　金沢
於：金沢勤労者プラザ

働き方改善だけで終わらない、
ビジネス革新へ

～Windows 10 ＆ Office365 が持つ可能性～

Windows10 セミナー
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最初のきっかけは、WindowsXP のサポー
ト終了でした。旧システムはXP 以降のOS
に対応しておらず、システムのサポート先
は遠地の企業でしたので、遠隔地からのサ
ポートに限界を感じていました。

Oens クラウドホスティングサービス、組合計量・請求システム導入事例

クラウド活用により、安心の基幹事務運用を実現！！

　呉西地区陸砂利開発協同組合様は、生コン・二
次製品・アスファルトで使用される骨材（砂・砂
利・砕石）の販売を行っておられる組合です。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、小倉様、
舟瀬様、横川様にお話を伺いました。（以下、敬称
略）
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舟瀬
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小倉
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呉西地区陸砂利開発協同組合 様

最後に今後の展望をお聞かせください。

新システムでは管理・サポート体制の
見直しをされたとのことですが。

具体的に、サポートのどの部分に課題・
不安を感じていたのでしょうか？

新システムが稼働してまだ約４ヶ月で
すが、評価はいかがでしょうか。

HCS さんと協力し、業務効率化をより高
められるシステムへと改善していきたい
と思います。また、プラントと事務局の情
報共有できる流れをさらに作っていきた
いです。

横川様、舟瀬様、小倉様（事務局にて）

新システムでは、HCS さんの「Oens クラウ
ドホスティングサービス」を利用し、サー
バは全てデータセンターに設置（ホスティ
ング）することにしました。実は、事務局側
と計量データのやり取りをする現場（プラ
ント側）は立地上、落雷被害に多く遭って
おり、データが消失してしまったことがあ
ります。現在は、ホスティング利用によっ
て落雷によるデータ消失の心配がなくな
りました。また、「Oens ビジネスセキュリ
ティ」の利用で旧システムでは実現できな
かったウイルス対策の一括管理が実現で
き、安心しています。また、HCS さんは地元
企業なので、障害があっても迅速に対応し
ていただけて助かっています。
今まで、複数のプラントごとに回線やプロ
バイダがバラバラでした。その為システム
通信障害時には、原因特定の為に複数のプ
ロバイダに連絡しなければならず、非常に
時間がかかっていました。今では、インフ
ラやソフトウエア、サービス面などの障害
やQ&A に対してもワンストップの対応を
いただけています。

ぜひお手伝いさせてください！

遠地からのサポートの場合、不具合対応に
時間がかかってしまうところです。基本的
にはリモート対応でしたが、改善要望が上
手く伝わらないことも多くありました。
セキュリティ面でも不安がありました。旧
システムは専用端末だったため、他のソフ
トやセキュリティソフトもインストール
することができませんでした。

まずは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４８年１０月　事務所：富山県高岡市

呉西地区陸砂利開発協同組合

富山県の呉西地区において、砂利採取業を営む
会社３２社で構成され、組合員の事業を助成す
ることを目的としております。

横川 正直なところ、旧システムから新システム
への移行にはもの凄く不安を感じていま
した。最初は旧システムの操作に折角慣れ
たのに、という思いでした。ところが実際
には操作に慣れるのは意外と早かったで
す。と言うのも、システム開発時に段階的
にできた画面を確認させてもらい、何度も
こちらの要望通りに手直しをしてもらっ
たからだと思います。請求書はFAX で送信
していましたが、今ではPDF 化した請求書
を自動送信できるので、事務作業短縮につ
ながっています。また、旧システムでは
データの検索が非常にしにくかったので
すが、検索機能改善で得たい情報にスムー
ズにたどり着けるようになりました。
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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
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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
　あけましておめでとうございます。本年もHCS をどうぞよろしくお願い申しあげます。
　さて、お正月と言えば、筆者はすぐにお雑煮を思い浮かべてしまいます。京都では白味噌ダ
シに丸餅、東京ではしょうゆダシに四角い餅、というようにお雑煮は各県によって作り方が
全く異なるのは有名な話かと思います。最近驚いたのは、同じ県でも地域によってお雑煮の
内容が全然違うということです。筆者の地元の南砺市では昆布と鰹節でとったすまし汁に四
角い焼き餅と刻みネギを浮かべたシンプルなお雑煮です。エビやネギ、かまぼこなど、具材
たっぷりなお雑煮を食べている富山市の人に我が家のお雑煮について話すと、手を抜いてい
るのではないかと言われました（笑）。我が家は手を抜いているのか・・・と少し心配になった
筆者はお雑煮について調べてみたのですが、金沢市でも筆者の地元に似たシンプルなお雑煮
を作るようです。昔は南砺市は加賀藩の一部だったので、金沢の文化を受け継
いでいるのかもしれませんね。北陸でお雑煮の比較をしてみると、富山県と
石川県はしょうゆベースですが、福井県まで行くと味噌ベースになるようで
す。お雑煮の東西の境は、石川県と福井県にあるのでしょうか。お雑煮につ
いて調べると、歴史的背景が見えてきて面白いですね。

今回ご紹介するのは・・・HCS人のよこがお 営業本部　高岡ソリューション営業部　　若林 秀男さんです。 

現在の業務内容について
私の一枚
テーマ：ランニング

　高岡ソリューション営業部は、大きく分けて公共と民間グ
ループに分かれているのですが、その中でも私は民間グルー
プに所属しています。担当する業界は固定されておらず、卸
や小売業、食品製造業、建設工事業、不動産業など、様々な業
界のお客様とお話する機会があります。その為、幅広い知識
が必要になるので大変ですが、時間が許す限り各業界の情報
収集を欠かさず行い、できる限りお客様に親身＆的確なアド
バイスができるよう努めてまいります！

　「らんくら」こと弊社ランニングクラブに所属してお
り、今年の秋には「富山あいの風リレーマラソン」に出場
しました。最初から最後まで一人で走るのではなく、仲
間とタスキを繋げていく形なのでモチベーションが上
がりますね。最近の休日は、息子二人と遊ぶことが多い
ので、残念ながら走る機会は減ってしまいましたが、健
康維持の為にも定期的に走りにいきたいです。

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。

★ Windows Web Server 2008 ―― 2018/07/10 
★ Windows Server 2008  ―― 2020/01/14 
★ Windows Server 2012  ―― 2023/01/10

サーバOS

クライアントOS

SQL Server

Office

　2014年にIEサポートポリシーが変更され、2016年1月13
日以降は各Windows OSにインストール可能なIEのうち、最
新版のIE以外はサポートが終了することになりました。例
えば、Windows 7に対応した最新IEは現時点でIE11であり、
IE11より前のIEはセキュリティパッチの無償提供が停止さ
れます。13日までに最新版のIEにアップグレードする必要
があります。

Internet Explorer(IE)

　2014年にはWindows XP、2015年にはWindows Server 
2003のサポートが終了しました。サポートが終了するとい
うことは、マイクロソフトからのセキュリティ更新プログ
ラムの提供が停止されるということです。その為、サポート
終了した製品を使い続けることはセキュリティ
上、大変危険な状態になります。お使いの製品のサ
ポート終了期限を今一度お確かめください。

Microsoft　製品サポート期限情報

★ Office 2007   ―― 2017/10/10
★ Office 2010   ―― 2020/10/13
★ Office 2013   ―― 2023/04/11

★ SQL Server 2005  ―― 2016/04/12
★ SQL Server 2008  ―― 2019/07/09

★ Windows Vista  ―― 2017/04/11
★ Windows 7   ―― 2020/01/14
★ Windows 8   ―― 2016/01/12（※）
★ Windows 8.1   ―― 2023/01/10
（※）サポート終了期限日である2016/01/12までにWindows 8.1にアップデートする必要があります。

　12月9日(水)、三谷産業
株式会社主催の「三谷情
報フェア2015」に弊社も
出展参加いたしました。
　約30社がICT（情報通信
技術）関連の商品を紹介
する中、弊社からは昨月
発売した、製造業に特化
した販売管理システム
「ファクトリ ターコイズ
販売」をご紹介いたしました。法人の方以外にも一般の方々
も多く来場されていました。

ファクトリ ターコイズ販売管理
製造業向け販売管理システム

三谷情報フェア 2015


