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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！

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 4月

19 日（火）14:30 ～　富山
於：北日本新聞社　越中座

20 日（水）14:30 ～　金沢
於：石川県地場産業振興ｾﾝﾀｰ

「平成 27年度補正・平成 28年度経済産業省予算」
「消費税軽減税率の導入に伴う支援策」
「生産性向上」など
投資促進税制のポイントをご紹介！

補助金・税制活用セミナー

TOPICS

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」
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導入事例

　株式会社北陸フレッシュフーズ様は、「安全・安心・
美味しさ」にこだわり、コンビニエンスストア向け惣菜
や弁当などのチルド食品を製造していらっしゃいま
す。本号では、同社が昨年導入された「Oens ハウジング
サービス」及び 「安心カメラ」について、導入前の課題か
ら導入後の効果、今後の展望について、代表取締役専務
の平林様、品質管理部 部長の黒田様にお話を伺いまし
た。（以下、敬称略）

株式会社北陸フレッシュフーズ 様

Oens ハウジングサービス、安心カメラ
「安全・安心」できる環境の構築！！

早速ですが、サービス導入前の課題を教え
ていただけますか。
　当社は、24 時間365 日体制で工場を稼
働しているため、サーバ障害は当社の企業
活動に直接関わってきます。
　以前は、サーバを自社設置していました
が専任の管理者がいないことやBCP 対策
の必要性が高まったこともあり、自社運用
の限界を感じていました。
　そこで、HCS さんよりサーバをデータセ
ンターに預ける、「Oens ハウジングサービ
ス」の紹介を受け、検討にいたりました。

「Oens ハウジングサービス」導入後の効
果をお聞かせください。
　当社のサーバが堅牢なデータセンター
に設置され、24 時間体制で運用・監視され
ており安心しています。
　また、当初、サーバを外部に預けること
に対して、システムのレスポンス低下を懸
念していましたが、事前の検証をしっかり
行うことにより、問題なく運用できていま
す。
　さらに、過去に回線障害により業務に支
障が出て大変な思いをしたことから、デー
タセンター利用にあたり、「絶対に切れる
ことのない回線を、いかにコストを抑えて
実現するか」という点にも議論を重ねまし
た。当初は専用線の利用も考えましたが、
頻度が極めて少ない回線障害のために専
用線を引くことはコスト面で不採用とし
ました。最終的にはHCS さんの提案もあ
り、回線の２重化と２種類のキャリアを利
用することにより、回線障害を回避できる
環境を構築しました。さらに、第三者のア
クセスを許さない、VPN 接続を採用するこ
とにより、セキュリティ面も安心していま
す。

他にも、 「安心カメラ」を導入されました
が、導入後いかがでしょうか。

平林

平林

　今回、安心カメラの増設も行いました。
回線の引き直しや新規カメラへの入替は
行わず、引き続き利用できる機器はそのま
ま利用しました。資産の有効活用にもつな
がったので、とても助かりました。
　現場管理としては、危険行為、検証手順、
ラインの正常稼働チェックなどに「安心カ
メラ」を活用しています。今回、「安心カメ
ラ」も社外からVPN 経由で接続できるよ
うに構築することで、どこにいてもすぐに
現場を確認することができるようになり
ました。以前は現場に行かなければ状況を
確認できなかったので、現在は文字通りど
こにいても「安心」できる環境を構築でき
たと思います。「安心カメラ」の設置は、品
質の維持・向上につながりました。
今後の展望についてお聞かせください。
　当社の課題解決にあたり、IT 導入にこだ
わらない、柔軟な提案をしていただきとて
も助かっています。今後とも、HCS さんに
は業務課題解決のコンシェルジュとして
協力・提案をお願いいたします。

平林

黒田

平林

同社の皆様（工場にて）

設立：平成 5 年 12 月　本社：富山県富山市
コンビニエンスストア向けサラダ、惣菜、調理
麺、弁当、お寿司などのチルド食品を製造して
おります。私たちは「安全・安心・美味しさ」に
こだわり、食を通じてお客様に幸せをお届け
することを使命として努力してまいります。

写真②
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〒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
　 営業本部　営業推進室

【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
北陸フレッシュフーズ様のところへ取材に伺ったのは、3 月上旬でした。思えばあの頃
はまだ肌寒く、春の訪れをまだかまだかと待ち望んでいました。県西部では雪に見舞われ
る日もありましたが、3 月下旬になれば日差しも以前より暖かくなり、サクラの開花も見
られました。今年も春がやってきたのですね。
残念ながら記事として掲載できませんでしたが、3 月下旬に、平成27 年度新入社員の
フォローアップ研修を取材しました。「HCS 人よこがお」でもご紹介した石原さんたちが、
入社して1 年間のふりかえりと今後の意気込みについて各々発表しました。彼女たちは4 
月から先輩社員となるので、意気込みも格別。筆者も良い刺激を受けました。さらに、新年
度になれば新入社員が入社してきます。教えるだけではなく、彼らから学ぶこともありそ
うですね。初心を忘れず、今年度も頑張っていきたいと思います。

　昨年8月に、新車を購入しました！その為、最近は頻
繁に外に出かけたくなります。家の近辺をぐるぐる周って

みたり、遠いところでは大阪や名古屋へ出かけたことも
あります。以前から友人と旅行に行くのが趣味でし
たが、愛車で出かけるようになってからは楽しさも
ひとしおです。
　写真は、朝ドラに影響を受け、能登へと出かけたと
きのモノです。まだ東北には行ったことがないので、
近々出かけてみたいと思います。

HCS人のよこがお 今回ご紹介するのは・・・
営業本部 金沢ソリューション営業部　石原 美穂 さんです。 

現在の業務内容について 私の一枚 テーマ：新車で旅行♪
　現在は主に、大阪に拠点を持つ卸業者様の担当
をしています。地場のお客様とお会いする機会は
少ないですが、時折、飛び込みの営業活動として、
地場のお客様のところへ伺うこともあります。
　この春より入社2年目となり、先輩社員として、
受け身ではなく自律した営業になれるよう、日々
精進したいと思います。今後は、お客様の課題を解
決できるよう、自分からどんどん提案をしていき
たいです！

Microsoftは今年3月、Skylakeシステム上
のWindows 7 / 8.1 に対して、サポート期間
を2017年7月から2018年7月まで、1年間延
長することを正式に発表しました。
さらに2018年7月以降も、全ての緊急（※）
セキュリティアップデートについては、各
OSの延長サポート期間（※）まで提供するこ
とも決定しています。
本件に関しての最新情報やご相談は、弊
社営業までご連絡ください。

※緊急
「緊急」「重要」「警告」「注意」の4種類のうち、
一番重要度の高い分類項目。

※各OSの延長サポート期間
「Windows 7」 　・・・　2020年1月まで
「Windows 8.1」  ・・・　2023年1月まで

サポート期間延長！

満員
御礼

平成29年4月より、消費税率10%への引き上げと同時に、消費税軽減税率
制度が導入されます。これに伴い、複数税率対象品（食料品等）を扱う小売業
様は、請求書やレシート等の記載内容を一部変更しなければならず、コスト
面で頭を痛めるところかと思います。

しかし、経済産業省の発表によりますと、レジ
導入やシステム改修等に対し、国から補助金の
取得が可能になります。
消費税軽減税率制度に関する補助金の他にも、
「中小企業投資促進税制」や「生産性向上設備投
資促進税制」等が本年度取得可能となります。
弊社は「補助金・税制活用セミナー」にて、経済
産業省 中部経済局 施策担当者をお迎えし、補
助金・投資促進税制のポイントをご説明いたし
ます。
公的支援策の活用をご検討の方は、弊社営業ま
でお問い合わせください。

公的支援を活用してみませんか？ｾﾐﾅｰ
開催

富山会場
 　4月19日(火)　14:30~16:00
　北日本新聞社 創造の森 越中座

金沢会場
　 4月20日(水)　14:30~16:00
 　石川県地場産業振興センター

補助金・税制活用セミナー
お申込み受付中！

※エンドポイント
　 ネットワークの末端に接続されたコンピュータなどのこと。

ランサムウェアの脅威が益々深刻化しています。北
陸での被害も確認されており、感染の危険性が今まで
以上に身近なものになってきました。
そもそもランサムウェアとは、ファイルやシステム
を使用不可にし、復旧と引き換えに金銭を要求してく
る、非常に悪質なウイルスのことです。一度使用不可
になったファイルを、攻撃者以外が復旧させることは
できません。その為、感染したパソコンについては、
バックアップからの復元、もしくはパソコンの初期化
が必要になってきます。
ランサムウェア感染を防ぐためにも、様々な対策が
必要です。弊社では導入しやすいクラウド型エンドポ
イント（※）ウイルス対策である「Oensビジネスセキュ
リティ」をはじめとした総合的なセキュリティ対策
や、クラウド型バックアップとして「Oensクラウド
Backup」等、ランサムウェア対策に有効なサービスを
各種取り揃えております。本件に関するご相談は、弊社
営業までご連絡ください。

被害拡大、深刻化！ 対策は万全ですか？

ランサムウェア対策

セキュリティに対する意識向上
　不審なメールの添付ファイルを開いたり、URL をクリックする
　のは危険です。セキュリティ製品でのウイルス対策にはどうし
　ても限界があり、セキュリティに対する意識向上が重要になり
　ます。

ぜい弱性の対応
　既にぜい弱性を利用した攻撃が確認されています。セキュリティ
　製品での設定・対応のみならず、OSやブラウザ、アプリケーシ
　ョンを最新版にアップデートすることをお勧めいたします。

定期的なバックアップ
　感染という最悪の事態に備え、定期的なバックアップをお勧め
　いたします。


