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導入事例

　株式会社昭和堂様は北陸三県を拠点とし、遊技場やアミューズメント施
設、イベント幹事へ販売する菓子・食品・雑貨・酒類等の総合卸売業様です。
同社は、各種イベントの企画・立案からお店の商品陳列のご提案まで、トー
タルプロデュースもされています。本号では、同社が導入された無線ハン
ディターミナル （以下「HHT」という）について、導入背景から導入後の効
果、今後の展望を、支店長代理の牧野様にお話を伺いました。（以下、敬称略）

 株式会社 昭和堂  様

HHT の導入にいたった背景をお聞かせく
ださい。
　当社は循環棚卸を採用しており、各棚に
棚札を貼り付け、商品の出入りを紙の記録
簿で細かく管理していました。しかしこの
方法では1 回の棚卸に丸々 1 日かかって
しまうため、頭を痛めていました。
　そこで、以前導入したHCS さんのターコ
イズ販売管理システム （以下「TQ 販売」
という）とHHT を連携することで、業務効
率化を図れるのではと提案を受けました。

HHT 導入後の効果はいかがでしょうか。
　従来使用していた棚札や記録簿は廃止し
ました。毎月 1 日がかりだった棚卸が今で
は3~4 時間あれば実棚から在庫差異の原因
追究まで行えるようになりました。想像以
上の時間短縮ができて嬉しく思っています。

今回HHT 導入により、棚卸以外の業務も
改善されたとのことですが。
　はい。大きなIT 投資ですのでこの機会に
出荷関連業務である、ピッキングや出荷検
品、車上積込積降などの 6 つの業務をHHT 
で行えるようにしました。
　また支店によって業務運用が異なって
おり、帳票の二度出しなど、ムダな作業が
目立ちました。そのため、HHT 導入を機に
運用の統一化も行いました。

出荷業務では、どのような効果が得られた
のでしょうか。
　運用を統一化することにより、作業のム
ダがなくなりました。
　またTQ 販売とHHT との連携により、数
時間かかっていた納品書や伝票などの帳
票類の発行が数分で行えるようになりま
した。そのため事務員の負担が大幅に減
り、現在は配送員のピッキング作業を手
伝っています。その結果、取引先への配送
スピードが以前より格段に上がりました。
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外出先でもHHT が活躍しているとのこと
ですが。
　そうですね。従来、営業が取引先で仮伝
票を手書き発行する場面がありましたが、
バーコードスキャンのみで済むようにな
り、対応スピードと精度が向上しました。
　さらに、HHT で販売履歴などを社外で
も確認できるため、取引先のニーズに合っ
た商品の販売も可能になりました。

今回、作業の平準化も導入目的とされてい
たようですが、いかがでしょうか。
　操作が簡単であるため、新人でもすぐに
作業を任せられます。また、目視確認では
見落としやすい味違い商品のピッキング
も、導入後はミスのない確実な作業を行え
るようになり、助かっています。

今後の展望をお聞かせください。
　HCS さんの力を借りながら、HHT を最
大限に活かしていきたいと思います。さら
に、ゆくゆくはタブレット端末活用も視野
にいれつつ、今後も業務効率化を進めてい
きたいです。

倉庫にて、ピッキング作業の様子
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編集後記
昭和堂様へ取材に伺ったのは、5月中旬でした。その日は暖かい日差しはあったものの、
まるで台風のような強い風が吹き荒れていました。春の嵐「メイストーム」でしょうか。思
い返せば4 月末から強風の日が多くありました。しかしその一方で、ある晴れた日には田
植えをする農家の人たちの姿もうかがえ、のどかな一面もあった１ヶ月でした。
さて、筆者は5月に、東京国際フォーラムで開催された「富士通フォーラム2016 東京」に
参加する機会がありました。そこにはIoT からAI など、デジタル革新のリアリティを体感
できる展示が数多く出展され、驚きの連続でした。都会はどんどん先に進んでいると感じ
ました。北陸も負けていられませんね。AI やAR、本号でもご紹介しましたPepper のよう
なIoT など、最先端技術を弊社が率先して活用することで、地場のお客様がデジタル革新
における変化を実感できる機会を作っていきたいものです。

昨今話題となっている「Pepper」ですが、今後はビジネスシーンにおい
ても活躍の場が広がる可能性があります。
弊社では、ソフトバンクロボティクス株式会社の「Pepperパートナー

プログラム」において“ロボアプリパートナー
（Basic）”の認定を取得し、「Pepper導入支援サー
ビス」を開始いたしました。本サービスは、業
種・業態を問わず、様々な場面でのPepper活用
をご支援させていただくものです。「Pepperを
導入してみたいが何から始めればいいのか分
からない…」といったお悩みをお持ちのお客様
はぜひ弊社までご相談ください。

　ものづくりの最先
端技術が集結する
「MEX金沢2016」が5
月19日～21日の3日
間、石川県産業展示
館にて行われまし
た。

弊社は製造業様をIT面でご支援する4つのソ
リューション     を、同見本市に出展いたしました。
3日間で100名近くのお客様に、弊社のブースまで
足を運んでいただきました。誠にありがとうござ
いました。
今後もこのような見本市へ積極的に出展し、お

客様がより気軽に弊社システムを体感できる機会
を作ってまいります。よろしくお願いいたします。

ハイテク技術を体感！ 先端技術導入で、革新的な変化を！出展

ぜひHCSまで
ご相談ください

(※)

(※)  ① ファクトリ ターコイズ販売管理、  ② Asprova、
         ③ CADEWA Real、  ④ ConMas i-Reporter

Microsoftの最新技術「Azure」を使った弊社新
サービス「TQ on クラウド」。同サービスと弊社
販売管理システムを連携させれば、お客様のビ
ジネススタイルが革新的に変化し、より効率的
で便利な毎日になります。
弊社では6月22日・24日の２日間、福井・金沢・
富山の３会場にて「便利で楽チン！販売管理セ
ミナー」を開催いたします。詳細は弊社営業まで
お問い合わせください。

便利で楽チンな毎日に！

お客様企業
基幹システム

標的型攻撃は益々拡大の一途を辿っており、その手口は年々巧妙
化・多様化しています。目標のためには手段を選ばない攻撃者からの
防御方法としては、従来からのITを利用した「多層防御」が根本的な考
え方となります。しかし、もはや標的型攻撃への対策は、セキュリティ
専門家やIT 担当者だけの問題ではなくなっており、「企業全体として
のセキュリティ対策の総合力」であるといえます。
そこで、弊社では社員一人一人のセキュリティ意識向上を目的に、

標的型攻撃メールへの
対応訓練を実施してい
ます。日常業務において
も充分受け取る可能性
のあるタイトルや内容
とすることで、「日々の
業務にも常に危険性が
潜んでいる」という意識
を共有しています。この
訓練システムはお客様
にも活用いただけるよ
う、現在準備を進めてお
りますので、ご興味をお
持ちの企業様はぜひご
相談ください。

標的型メールに困っていませんか？

（※）

6月22日(水)　福井、金沢
6月24日(金)　富山
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実際の

訓練メー
ル

HCS人のよこがお 今回ご紹介するのは・・・
システム本部ソリューションシステム部　田村 大樹 さんです。 

私が住む地区では毎年4月に獅子舞祭りがあり、
新築や結婚祝い、豊作や企業の繁栄を願い、1日かけて

一軒一軒周ります。
　最初は親に連れられて見物していた獅子舞祭りです
が、いつしか獅子討ちとして参加するようになり、今
では笛部長として子供たちに指導もしています。
　2月末から毎日約2時間、小学生から大人までが
一致団結し、練習に励みます。この2ヶ月間はとても
忙しい毎日ですが、笛の音色に合わせて獅子が舞う姿はとても見事です。

現在の業務内容について 私の一枚 テーマ：獅子舞
　プログラマとしてシステム開発を行っている、入
社2年目の田村です。
　現在は、マイグレ（新しい環境へシステム移行）作
業に携わっています。技術面で不足している部分は
先輩の力を借つつ、より品質の高いシステムを
構築できるよう尽力しています。
　そして、いずれはSEとして直接お客様から
ご要望を伺い、お客様が抱える課題の解決に
貢献したいと思います。


