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　検索エンジンGoogle は、
検索端末のサイズに応じて
最適な検索結果を表示する
ように検索エンジンのルー
ル変更を実施しました。
　スマートフォンで検索し
た際の検索結果に表示され
る順位の低下を防ぎます。

ホームページ再構築
（スマートフォン対応）

　視認性、操作性を高める
ことで、閲覧回数、滞在時間
を向上させ、閲覧者への情
報提供の効果を高めます。

　PC 版、モバイル版と分け
て制作した場合、追加・更
新・削除の工数、環境維持
コストが二重となります。
　WEB サイトを一本化す
ることで、工数と環境維持
コストを低減します。

　　Chateau
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　HCS の対応はいかがでしたか？

石倉：当館の休業日は年に数日しかありませ
ん。その数日で複数システムをまとめて切替
なければならないのですが、HCS さんに調整
していただき、無事完了できてホッとしてい
ます。Windows10 特有の大きなUpdate への
対応を考え、不具合時やトラブル時のサポー
トもご提案いただき、感謝しています。
　また、インフラ面の更新・強化だけでなく、
各業務担当者へヒアリングしていただき、要
望への対応、業務の改善も出来ました。

　更新後の業務はいかがですか？
石倉：システムの更新とHCS さんのサポート
により全スタッフが今まで以上にストレスな
く業務ができ、助かっています。
　　最後に今後の展望をお教え下さい。
　プロジェクトの一環で、ホームページもリ
ニューアルしました。来館者様からお褒めの
声をいただけるのは嬉しい限りです。IT を有
効活用し、今後も来館者様に喜んでいただけ
るような取り組みをしていきたいですね。
　貴重なお話、ありがとうございました。

　システム更新のきっかけは何でしたか？

石倉：業務システムで利用するサーバOS のサ
ポート終了が迫ってきたことです。このままで
はセキュリティリスクが高くなるため、検討を
始めました。また、来館者様へ安定したサービ
スを提供するために業務インフラの強化も考
えていました。
　HCS にご相談いただいたのは？

石倉：私は、人事異動でレストラン部門から総
務課に来ました。システム管理者になってから
日が浅く、IT に関する知識に長けているわけで
はありません。
　当館の情報システム担当者になり、当館で利
用しているシステムを数えてみました。ホテル
管理、POS レジ、フィットネス管理、ホームペー
ジ、用度管理、会計、勤怠、給与などたくさんあ
り、各システムも連携していました。
　HCS さんは当館の業務について把握されて
います。システムやパソコン、サーバなどのイ
ンフラをワンストップでサポートしていただ
けるところは相談しやすく、心強いです。
　このような理由から、信頼してお任せできる
ＨＣＳさんへ今回もご相談しました。

Case StudyCase Study

　とやま自遊館様はレストラン、展示会やウエディングで利
用可能なホール、宴会場、会議室、ホテル、フィットネスジム
など多岐にわたった業務を展開される複合施設です。同館
は複合施設としてさまざまなニーズに対応できるという強
みを活かし、県内外からの来館者へ魅力的なサービスを提
供されています。
　本号では、とやま自遊館 総務部総務課主任  石倉雅年様か
ら業務システムの更新プロジェクトについてお話しいただ
きました。（以下、敬称略）

１． Google からの
　　　  　評判を高める

２．閲覧者からの
　　       　評判を高める

３．管理者からの
　　     　評判を高める

複合施設の業務システムをトータルサポート！
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予約受付：076-444-2101
　Restaurant 　　Chateau（シャトー）
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石倉雅年 様
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情報セキュリティセンター
　富山センター
　運用統括グループ
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情報セキュリティセンター
　富山センター
　金沢センター
国保連合会サービス部

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

ISO9001

新社長ご挨拶～就任にあたって～

在庫管理セミナーを開催します！
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補助率
　2/3（例外あり）

複数税率対応レジの導入等支援
　　 申請期限：2019 年 12 月 16 日

受発注システムの改修等支援
申請期限：Ｂ-1 型 2019 年 6月 28 日
　　　　　 Ｂ-2 型 2019 年 12 月 16 日

消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企
業・小規模事業者などに対して、複数税率対応レジの導入や、
受発注システムの改修などに要する経費の一部を補助するこ
とにより、導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度です。
2019年9月30日までに導入または改修の完了が支援対象と

なりますので、対応が必要な企業様は活用をご検討ください。

１. 卸売事業者などの受注システム
　　　　　　　　　　 上限150万円の補助金
２．小売事業者などの発注システム
　　　　　　　　　  上限1,000万円の補助金      
　※現在利用中もしくは、取引先の要請など新規の
　　システム導入も対象となります。　
　※当社はB-1型、受発注システム・指定業者改修型の　　

　　　代理申請協力店です。

１. レジ、POSレジ、モバイルPOSレジ
　             いずれも1台あたり上限20万円の補助金
２．マスタ設定や機器設置に費用を要する場合、         
                    さらに１台あたり上限20万円の補助金
     ※複数台数申請などについては１事業者あたり
　　200万円が上限となります。
　※当社はＡ-４型POSレジシステム代理申請協力店です。
　　

補助率
　2/3（例外あり）

SI ビジネス本部
社会基盤ビジネス部

（2015 年度入社）

さん岩﨑　寛治
 か　ん　じい　わ　さ　き

Ｑ.  どのようなお仕事を？ Ｑ. 趣味を教えてください！

▲ 素敵な虹に出会えました＠称名滝
　 

バイクが好きで、北陸三
県や長野へツーリングに出
かけています。先日は称名
滝まで愛車のＣＢ400で行
きました。偶然ですが、きれ
いな虹とも出会えました。
称名滝からのマイナスイオンに癒しと元気をもらってき
ました。ツーリングに興味がある方は気軽に岩﨑まで。

現在、北陸電力様の会員シ
ステム「ほくリンク」の開発な
どを富士通様とともにお仕事
させていただいております。
携わっているシステムが多
くの方に利用していただいて
おり、とてもやりがいを感じ
ながら仕事をしています。

　お話しを伺ったとやま自遊館様のビアガーデンで
先日、美味しい料理とビールを楽しんできました。
　ビアガーデンをWikipedia で検索したところ、日本初のビ
アガーデンは明治時代初頭の 1875 年、外国人居留者と外国
船の船員向けの施設であったそうです。100 年以上の時を
経て、夏の風物詩として日本人に浸透したビアガーデンで
すが皆さんはこの夏は行かれましたでしょうか？
　ビアガーデンで暑気払いをして、例年以上に暑さが厳し
い平成最後の夏を乗り切りましょう！（みずの）

軽減税率対策補助金について

多 賀    満

略  歴
昭和 56 年　株式会社北陸銀行　入行
平成 14 年　同 苫小牧支店長、
　　　　　　　富山南中央支店長を歴任
平成 22 年　同 MEJAR 開発室室長
平成 23 年　同 監査部長
平成 24 年　同 総合事務部長
平成 25 年　同 執行役員総合事務部長
平成 29 年　同 常務執行役員

　たが　みつる　

  代表取締役社長　

平成30年6月28日の株主総会・取締役会において、代表取締
役社長が選任されました。

　ＩＴが生活・ビジネス・社会にもたらす変化はますます急
速になり、その影響度は飛躍的に高まっています。
　人手不足への対応、働き方改革への適合、サイバー攻撃に
対する情報資産の管理など、企業には従来以上に環境変化へ
柔軟かつ早急な対応が求められており、当社へはＩＴを駆使
した提案・支援が求められています。
　これからも、積極的に新分野へ挑戦しながら、付加価値の
高いサービス、最適なソリューション、安心安全のセキュリ
ティを通し、お客さまの成長と社会の発展に貢献してまいり
ます。今後ともよろしくお願い申しあげます。

Ｂ型

GreetingGreeting

EventsEvents
RFID、QRコード、バーコードを活用した業務の改善事例やソ

リューションをご紹介します。詳細はセミナーパンフレット・

ホームページをご覧ください。
9/11（火）AM
金沢会場

9/10（月）PM
福井会場

9/11（火）PM
富山会場


