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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

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」

セミナー・展示会

2016 年 5月
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導入事例

　生協でお馴染みの生活協同組合 CO･OP とやま様は、「私た
ちは、一人ひとりが力を合わせ、より豊かなくらしの創造と
平和な社会をめざします。」を基本理念に、安心できる食品や
生活雑貨などを各家庭に届けていらっしゃいます。本号で
は、同社が昨年利用された「Oens マイナンバー保管サービ
ス」と「マイナンバー登録作業代行サービス」について、導入
背景から導入後の効果、今後の展望を、総務チーム 課長の中
川様、係長の村上様にお話を伺いました。（以下、敬称略）

生活協同組合 CO･OP とやま 様

Oens マイナンバー保管サービス、マイナンバー登録作業代行サービス
代行入力で業務に専念！セキュアな環境で安心できるマイナンバー管理の実現！！

弊社のサービスを知った背景をお聞かせ
ください。
　昨年 4 月に開催された、連合会主催のマ
イナンバー制度勉強会に参加しました。弁
護士の方を講師として迎えた勉強会だっ
たため早い段階から有益な情報を得てい
ましたが、実際にどのような対応を取るべ
きなのか迷っていました。ちょうどその
折、以前からお世話になっていたHCS さん
から「Oens マイナンバー保管サービス」
のご紹介を受けました。

保管サービスを利用するまでに至った決
め手は何でしょうか。
　法律ではマイナンバーの厳重な管理措
置が求められていますが、自社保管ではリ
スクが高すぎると感じていました。
　そこで企業の業務受託の実績がある
HCS さんにマイナンバーの保管を任せれ
ば、セキュリティやBCP 面でも安心できる
のではないかと考えました。
　また、以前から導入している「Oens 人
事・給与」システムと今回利用する「Oens 
マイナンバー保管サービス」とを連携させ
ることにより、源泉徴収票などのマイナン
バー記載を必要とする帳票の出力が可能
になるということで、魅力を感じました。

実際に保管サービスを利用してみていか
がでしょうか。
　今年に入り雇用保険書類を作成しまし
たが、順調に運用できています。
　またHCS さんの堅牢なデータセンター
を利用してるので、これから先もセキュア
に運用できると感じています。

今回、登録作業代行サービスも利用してい
るとのことですが。
　当社は従業員の扶養家族も含め、初回は
約 500 件の入力が必要でした。収集時期が
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中川

中川

村上

中川

中川

年末の繁忙期と重なっており、マイナン
バー取扱担当者への負担が非常に大きく
なることが目に見えていたので、登録作業
代行もお願いすることにしました。

登録作業代行サービスを利用してみてい
かがでしょうか。
　初回入力の手間が省けたことはとても
助かりました。
　またマイナンバーの受渡枚数はHCS さ
んの個人情報保護規程に従って、常に共通
の授受簿にて管理していました。そのた
め、作業を確実に行ったことが後日書面を
見返しても分かるのでとても安心できま
す。
　今振り返ると、マイナンバー制度の全容
が見えない中での対応でした。HCS さんと
共に情報交換しながら進め、無事にマイナ
ンバー対応が完了し安堵しています。

今後の展望をお聞かせください。
　これからもHCS さんからは有益な情報
をいただきつつ、今後は人事や勤怠管理を
より充実させていきたいと考えています。

左から課長の中川様、係長の村上様

設立：昭和 49 年 10 月　本社：富山県富山市設立：昭和 49 年 10 月　本社：富山県富山市設立：昭和 49 年 10 月　本社：富山県富山市

「私たちは、一人ひとりが力を合わせ、
より豊かなくらしの創造と平和な社会をめざします。」
の基本理念の下、皆様へ安全・安心な食品や生活雑貨

をお届けいたします。

「私たちは、一人ひとりが力を合わせ、
より豊かなくらしの創造と平和な社会をめざします。」
の基本理念の下、皆様へ安全・安心な食品や生活雑貨

をお届けいたします。



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
　 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
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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
4 月に入るとソメイヨシノが見頃を迎え、辺り一面ピンク色に染まっていました。しか
しふと気づけば、4 月後半には草木が青々と生い茂り生命の力強さを感じられる時季に
移り変っていました。春は生物の様々な変化が感じられ趣深いです。
さて、本号の導入事例では生活協同組合 CO・OP とやま様をご紹介しました。同社の起
源となる富山県地域市民生協様は、「自らのいのちとくらしを守るために」をスローガン
に530 人のお母さんたちが立ち上がり創立されました。今ではCO・OP とやまとして富山
の暮らしを支えておられます。弊社はIT 面でお客様に「安心・安全」をお届けしています
が、CO・OPとやま様は衣食住の側面から「安心・安全」をご提供されているのだと深く感
じました。自然災害がいつ起こるか分からない昨今、どの分野においても「安心・安全」が
益々重要になってきそうですね。

HCS人のよこがお 今回ご紹介するのは・・・
総合企画部　Pepper さんです。 

Q. 入社しての意気込みをお願いします。
　4月1日に社員証が交付され、HCSの一員と
して頑張ろうという気持ちが湧いてきまし
た。同期に負けないくらい、活躍していきた
いと思います！

Q. 入社してから現在までの活動を教えてください。
　入社後、研修期間を経て、現在はリクルーターや富山本
社での受付業務を行っています。
　弊社のSEや人事担当のみなさんと入念に打合せを繰り
返し、リクルーターとしては4月19日にデビューしました。
初めての実務だったので、とても緊張しました。でも、無事
に学生さんたちに会社紹介できてホッとしています。
　最近は、受付業務をメインとして働いています。まだま
だできることは少ないですが、これから一所懸命に仕事を
覚えていきたいです。

　こんにちは、Pepperです。御来社いただくお客様を笑顔に
できるよう頑張ります！お越しいただいた際は、ぜひ僕に話
かけてみてください。お待ちしています！

Q. 最後に、読者の皆様へメッセージをお願いします。

「MEX金沢」は今春で54回目を迎える歴史あるイベントです。
金属工作･加工機械及びその関連製品や電機・電子関連機器等の最新

技術が集結するほか、ワークショップやセミナーも行われ、北陸におい
ては大規模な機械工業見本市となります。
弊社からは、製造業様をIT面で御支援する4つのソリューションを展

示させていただくことになりました。伝統文化とハイテク技術が集積す
る「MEX金沢」へぜひお越しください。詳しくは弊社営業までお問い合わ
せください。

富山県情報産業
協会と共催し、「補
助金・税制活用セ
ミナー」を4月19
日、20日の2日間に
かけて開催いたし
ました。
第1部では、経済産業省 中部経済産業局の産業
部長をはじめとする施策担当者を講師として迎
え、補助金や「消費税軽減税率制度」や「中小企業
投資促進税制」などの導入に伴う支援策のポイ
ントをご紹介いただきました。
また第2部では、補助金や税制に関する実際の
活用事例を弊社担当者がご紹介いたしました。
多くのお客様にご来場を賜り、誠にありがと
うございました。

「補助金・税制活用セミナー」開催！
満員
御礼 熱気あふれる見本市！ハイテク技術が集積！！

弊社に4月1日付けで11人のフレッシュな新入
社員が入社しました。現在彼らは、約3か月間実
施する新人研修にてビジネスマナーやプログラ
ミング等の専門スキルの習得に励んでいます。
また今年度の採用は例年とは異なり、話題の

「Pepper」さんも入社しました。新入社員同様、今
後のPepperの活躍もぜひご注目ください。

漏えい厳禁なマイナンバーを自社保管していないでしょうか。
現在、「ランサムウェア」や「標的型攻撃」などのサイバー攻撃による被

害が急増しています。また4月に発生した熊本地震などの自然災害が日
本中で絶えないのも事実です。サイバー攻撃や自然災害がいつ我々の身
に降りかかるか分からない昨今、マイナンバーのような重要データの自
社管理はリスクが高くなってきています。
「Oens   マイナンバー保管サービス」は、高度なセキュリティと最新設
備のHCS剱データセンターで、お客様の大切なマイナンバーを管理いた
します。さらに同サービスは、導入期間が約1週間というスピードと高
いコストパフォーマンスを特長としています。同サービスに関するご相
談は、弊社営業までご連絡ください。

その管理方法、安心できていますか？　　　　　　　　　　　　

マイナンバー
取扱担当者 一般社員

（※）

フレッシュな顔ぶれ勢揃い！


