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プリンタ消耗品
事務用品の購入は

リースのご利用で

資金の効率的運用1

陳腐化リスクを回避2
費用負担を平準化3

システムの導入には
ぜひリースのご利用を！
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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！

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

TOPICS
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「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
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導入事例

　アニマート製薬株式会社様は、主に健康食品やサプ
リメントの受託生産を行っていらっしゃいます。特に
小ロットからのOEM 開発に強く、商品企画からパッ
ケージ印刷までを自社で手掛けていらっしゃいます。
本号では、昨年11 月に稼働した新工場において採用さ
れた無線LAN 構築で実現された職場環境の改善につい
て、工場長の尾島様にお話を伺いました。（以下、敬称
略）

アニマート製薬株式会社 様

無線 LAN 構築
いつでも、どこからでも、セキュアに情報にアクセスできるオフィス環境の実現！！

まずは無線LAN 構築のきっかけや背景を
お聞かせいただけますか？
　旧工場では当初、PC も多くなかったた
め小規模向けのルータを自社で設定し運
用していました。現在ではひとり１台の
PC を利用する環境になり、今後さらに複
数デバイスを利用するようになることが
予想できました。したがって、新工場建設
のタイミングでネットワーク構築やセ
キュリティの専門家に相談することが必
要であると感じていました。実際に旧工場
ではネットワークが頻繁にダウンし、復旧
作業に頭を痛めていました。
　ちょうどその時期に、HCS さん主催のソ
リューションフェアに参加する機会があ
り、そこでノイズに強く、製造業への導入
実績も多い無線LAN 機器を紹介していた
だき、検討にいたりました。

無線LAN 構築にあたり、何を重要視され
ていたのでしょうか。
　この業界はスピードが勝負です。お客様
からサプリメントの製造を依頼され、３日
後には納品する、といったスピードが求め
られる商談もあります。そのため、商談時
には資材の在庫をリアルタイムで把握す
ることはとても重要になってきます。しか
し、今までの在庫確認は現場から倉庫へ電
話で行っていたため、リアルタイム性に欠
けていました。
　お客様が求める以上のスピードを実現
するためにも、「見たい人が、場所を問わ
ず、リアルタイムに情報にたどり着ける環
境作り」をすることが最重要事項でした。

無線LAN を実際に構築してみて、いかがで
しょうか。
　現在は、どこにいてもリアルタイムに在
庫を確認できるので、スピード感のある商
談が可能になりました。同時に、倉庫側は

尾島

尾島

尾島

在庫確認に関する電話対応がなくなり、負
担が軽減できたと思います。
　また、休憩所にもアクセスポイントを設
置することにより、会議室では堅苦しすぎ
るお客様との打ち合わせも、リラックスし
た空間で行うことが可能になりました。打
合せの場合以外にも、自席以外の場所で作
業している従業員をよく見かけます。場所
に縛られず、適した場所で作業を行う職場
環境が構築できたと思います。

最後に今後の展望をお聞かせください。
　バーコードを利活用した在庫管理に必
要性を感じています。さらに、ノートパソ
コンやタブレットを利用することによっ
て、作業の効率化も図りたいですね。まだ
まだムダな部分があるように感じられま
すので、IT の利用有無に関わらず、HCS さ
んには様々な視点から助言をいただき、当
社に合ったより良い環境作りをしていき
たいと思います。

ぜひお手伝いさせてください！

尾島

新工場に設置した、アクセスポイント→

↑休憩室にもアクセスポイントを設置。
　壮大な北アルプスを眺望できるフリースペース！！

創業：平成18年12月　本社：富山県富山市
従業員数：48 名
現在の畠等工場は平成27 年11 月稼働。
小ロットからのOEM 開発でお客様の細かい
ニーズにお応えしています。

アニマート製薬株式会社
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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
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
今年度も終わりを迎えようとしています。筆者は現部署に異動して早１年、今まで取材
を通し、社内外の方々より多くのお話を伺ってきました。毎号、興味深いお話が聞けるの
は筆者の特権ですね。本号の「HCS 人のよこがお」においても、働く女性として今後の参考
になるお話を数多く伺うことができました。
また取材とは異なりますが、２月10 日にリクルート活動としてマイナビ主催の「とや
まで就職！応援セミナー」に参加し、学生の方々とお話しする機会をいただきました。学
生の皆さんは緊張した面持ちでしたが、「学生と社会人の違い」や「郷土の魅力」について
自分の意見をしっかり述べていたことが、とても印象に残っています。
もうすぐ春がやってきます。新入社員として今年はどんな人が入社してくるのでしょ
うか。今からとても楽しみです。

HCS人のよこがお 今回ご紹介するのは・・・
金融ビジネス本部 金融システム部　女性社員のみなさんです。 

Ｑ．仕事内容を教えてください。
　主に、システムの開発を行っています。（４名全員）
Ｑ．子育てにおいて、どのような制度を利用されましたか。
　育児休業です。当時は、子供が１歳になるまで取得している
人が多い中、私は育休中に仕事が恋しくなり10ヶ月目で仕事
復帰しました。会社には育児時短勤務制度も勧められました
が、自身の希望で通常勤務を選択しました。（瀬川）
Ｑ．休暇取得や仕事面等に関して不安はありませんでしたか。
　私の時は、部署内で育休取得の前例がなく大変でしたが、上
司が親身になって相談を受けてくださり、とても助かりまし
た。（岩尾）
　育休等に関わらず、上司に相談したりお互い助け合って仕
事をしているので、休暇取得前や復帰後の仕事もスムーズで

した。復帰直前の社内状況が分からず
不安な面もありましたが、復帰が近く
なると、同僚から状況を聞いたりしてい
ました。（山本）
　３回育休を経験しました。復帰後１年
置いてすぐの出産もありましたが、社内
での子育てに関する理解が多くあり、安
心して育休を取得することができました。（高木）
Ｑ．現在の働く環境はいかがでしょうか。
　育児時短勤務制度等が段階的に改善されているので、以前よりも働き方の選択肢
の幅が広がったように感じます。（山本）
　今では、育休等の子育てに関する前例が増え、働く意欲さえあれば仕事を続けら
れる環境にあり、とても助かっています。（高木）

左から、瀬川さん、山本さん、
岩尾さん、高木さん

本号は、子育てと仕事を両立しながらHCS で活躍する女性を代表し、上席ﾏﾈｰｼﾞｬｰの瀬川さん、山本さん、岩尾さん、高木さんの４名にお話しを伺いました。

米インテル社の第６世代Coreシリーズ（Skylake）を搭載
するパソコンにインストールされたWindows 7/ 8.1 のサ
ポート期間が2017
年7月までに短縮さ
れました。
また、今後リリー
スされる次世代CPU
でサポートされるの
は、最新のWindows 
OSのみとなります
ので、ご注意くださ
い。
本件に関する最新
情報やご相談は、弊
社営業までご連絡く
ださい。

ご存知ですか？

2016

2017

2020

2023

2017 年 7 月 
Windows 7 / 8.1 サポート終了

Windows 7
2020 年 1月

Windows 8.1
2023 年 1月

2月17日、18日の２日間、
富山・金沢・福井の３会場に
て、ワークスタイル変革に
とどまらないビジネス変革
をご紹介するセミナーを開
催いたしました。
講師には日本マイクロソ

フトを迎え、Windows10やOffice365の利活用によるテレ
ワークの実現をデモンストレーションを交えて、ご紹介い
たしました。また、本セミナーでは展示コーナーを設け、
「Surface Pro 4」や「Windows 
Phone」などの最新モバイルデバ
イスを展示いたしました。
３会場合わせて８０社１００
名のお客様にご来場を賜り、誠に
ありがとうございました。

「Windows 10  セミナー」開催！

セミナー
写真

セミナー
写真

満員
御礼

※テレワーク・・・ICTを活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。

IDやPasswordを付箋などに記入し、誰でも分か
るところに保管していないでしょうか。また、
SplashDataが今年１月に発表した、最も危険な
Passwordは「123456」だったそうです。ついつい簡
単なPassword設定になっていないでしょうか。
「FUJITSU Security Solution SMARTACCESS（ス
マートアクセス）」は確実な本人認証を実現し、
ユーザと管理者の利便性を向上させます。同製品
は、さまざまなセキュリティデバイスを使って、
Windows・業務システムにおけるIDやPasswordの
手入力を代行します。複数のIDやPasswordの組合
せを覚える必要がなく、より高いセキュリティレ
ベルを実現することが可能になります。

ログオン画面
ID

Password 手のひら
認証

指紋
認証

FeliCa
認証

ログオン画面
ID

Password ××
△△

登録済の
ID/Password を
自動入力

Windows ログオン
業務システムログオン

ID/Password 管理の安全性、確保できていますか？


