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１．情報化優良企業の表彰制度とは 

 この表彰制度は、(財)全国中小企業情報化促進センターの賛助会員である都道府県等

中小企業支援センターが実施した IT 経営に関する研修会、専門家派遣などによって成果

を上げた中小企業およびそれを支援した支援センターを一対として表彰するものです。 
 
２．企業活動における IT の活用分野 

 IT は、次のように企業活動の諸分野において活用されます。 

 ・経営基幹業務……生産活動、販売活動、サービス提供活動、物流活動など 

 ・経営支援業務……上記の経営基幹業務を支援する仕入・在庫管理、顧客管理、財務

会計、人事管理など 
 

３．今回表彰企業の IT 活用 

 今回表彰企業のうち、(株)サンタの創庫は、IT をリサイクル商品のネットショップ事

業に活用しています。ヤフーオークションのシステムを導入していますが、独自のオン

ライン商品査定システム、在庫管理システムを開発して出品・販売活動の円滑・効率化

をはかっています。また、顧客管理、店舗運営、ASP グループウエア、日報管理システム

の導入などの経営支援業務にも役立て、IT を総合的に活用して成果を上げています。 

 一方、次の 4社は、ITを活用して新分野進出に成果をあげています。 

・神通工業(株)……土石の採取・販売などからエクステリア事業へ 

・(株)小林大伸堂……印鑑需要の減少に、サイトによる販路拡大・実店舗の同時展開 

・(有)チューリップ……縫製業から中古ミシンのネット通販へ 

・(株)マイダスコミュニケーション……印刷会社の分社化によるイベントの企画・運営

業務 

上記のうち、神通工業(株)は、当初は外注でサイトのリニューアルを行いましたが、

その後、エクステリアデザイナー兼ウエブ担当者を確保し、セミナーやコンサルティン

グを基に自社制作でサイトの完全リニューアルを行っています。 

(株)小林大伸堂は、顧客層・取扱商品に分けて 3つのサイトを運営しています。また、

顧客サービスの向上、事務作業の自動化に IT を活用するとともに、ネットと実店舗の相

乗効果を目指しています。 

(有)チューリップは、IT 研修会の受講を契機に独力で個人事業者支援のホームページ

を構築しています。内容は中古ミシンなどのネット販売です。 

(株)マイダスコミュニケーションは、サービス提供活動、すなわち、イベントの運営

支援や管理に有効な「CTI コールセンター」「i-booth」システムを開発しています。 
 
 

上記 2 のように IT の活用分野は多様であり、今後とも中小企業者による多様な IT 活

用への挑戦とともに、都道府県等中小企業支援センターによる支援の充実が期待されて

います。 

は じ め に 

1 



IT の総合的活用によるリサイクルショップの運営 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
企業名：株式会社 サンタの創庫 
代表者：代表取締役 江口光雄 
所在地：長野市稲里中央 4 丁目 21－37 
創業年：昭和 63 年 11 月 
資本金・従業員：3,000 万円・164 人 
業 種：中古商品小売業 
URL：http://www.8989.co.jp/santa/ 

＜事業内容＞ 

当社は顧客が不要になったものを目利き査定し

て買取り、再生し販売する総合リサイクルショップ

であり、環境対応型社会への貢献も目指している。 

直営 23 店舗、フランチャイズ店舗での販売に加

えて、ネットでのオークション販売も行っている。 

リサイクル商品を買い取る時に、正確・迅速に価

格を決定するために、全店舗の双方向ネットワーク

化による査定システム、POS システムと連動させ、

Web 上でも在庫状況を把握できるシステムを構築し

ている。加えて、ASP グループウエアの導入による

従業員の情報共有、顧客管理など、IT を総合的・全

社的に有効活用している。 

 
 

＜楽天のモールに入ってネット販売を開始＞ 

 平成 17 年に中小企業振興センターの「新ビジネ

ス進出塾」のネットビジネス分野を受講、楽天に加

入し、2 名の専属職員を配置し運営にあたった。 
 この塾は、午後の半日を 11 回受講するもので、 
ネットビジネスの運営・管理の基本、ネットマーケ 
 

 
 
 

 
 
 
 
ッティング、事例から学ぶ成功の秘訣、集客・販売

方法、顧客管理、先進企業の視察などを内容として 
いる。また、センターは塾のコーディネーターを専 
門家として当社に派遣し、具体的な運営方法をアド

バイスしている。 
＜ネットショップ事業の新たな展開＞ 

【オンライン査定支援システムの構築】 

 平成 19 年、リサイクル商品を買い取る時に、正

確・迅速に対応して価格を決定する査定支援システ

ムを構築した。これに当たっては、全店舗を双方向

ネットワーク化によるリアルタイムでスムーズな情

報交換ができるようにした。 
【在庫管理システムの構築】 

 当社は早くからPOSシステムを導入しているが、

3 回のバージョンアップを行い、POS システムと連

動させ、Web 上でも在庫状況を把握し、在庫を圧縮

させるシステムを構築した。 
【経営革新計画の承認】 

 上記の新たな事業展開に当たっては、中小企業経

営革新法に基づく経営革新計画をセンターの支援を

受けて策定し、平成 20 年に承認を受けた。これを

契機にネットショップ事業を本格的に稼働させた。

また、承認を受けたことで、従業員の意識も変わり、

さらなる売上げの向上につながっている。 
 

＜オークション方式を導入＞ 

上記のように平成 17 年に楽天へ出店したが、売

上げは思うように上がらなかった。そこで、取扱い

商品がリサイクル商品という特性、センターの助言

を踏まえて、19 年にヤフーオークションへ出店した。 
また、各店舗のネットワーク化により、出品商品 
 

１．企業の概要 

２．情報化の内容 

【最優秀サポート賞】(財)長野県中小企業振興センター 
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を定期的に配信するシステムを構築するとともに、

オークションへの出品方法のルール化により、出品

が軌道に乗ってきた。 
その仕組みは、以下の流れである。 

・各店舗は、毎週木曜日までに商品写真、その説明

文を 30 商品程度、メールで本社へ送信する。 
・本社のネット事業部は、顧客が見やすいよう、写

真を整えて掲載準備をする。 
・第 2 週の月曜日にオークションを開催する（出品

数約 700 アイテム～800 アイテム）。約半分の 400
アイテムが落札される。 

・第 4 週も同様にオークションを開催する（月 2 回）。 
以上によって、月に約800アイテム程度落札され、

その平均単価は、リアル店舗より高く 1 万円以上に

なる。 
 

＜IT を経営支援業務にも多角的に活用＞ 

 当社は IT を上記のようにネットビジネスの基幹

業務に活用するとともに、次のような支援業務にも

有効活用している。 
【POS システムを商品管理、顧客管理に活用】 

POS システムを単にレジでの売り上げの集計に

活用するだけではなく、特に商品管理・在庫管理に

おいては、リサイクル商品の関係上、売れ筋の分析

を徹底して行い、ABC 分析も実施することにより、

適正な買取価格の決定に役立てている。 
顧客管理では、年代、天候などと売上との関係分

析、メルマガ発信先のアドレス集めにも有効活用し

ている。 
【インターネットを活用した有効な店舗運営】 
 インターネット専用回線で、監視カメラを各店舗

に設置し、防犯はもちろん従業員の接客態度のチェ

ックも行っている。また、ヤフーオークションの画

像等のデータ送信にも役立てている。専用回線のた

め、動画を含めた大容量のデータを迅速に送信でき、

本社が一括管理し、有効な店舗運営を進めている。 
 

 

 

【ASP グループウエアの活用】 

 従業員の情報共有が重要なため(注)、ASP グルー

プウェア「WeblyGO」を早くから導入。それまで各

店舗あるいは担当者ごとにしか把握できなかった顧

客や取引先の情報を全社一元管理できるようにして

いる。 
近年では、当社にあった使い勝手の良いシステム

に開発した。出退勤管理、スケジュール管理などを

きめ細かく記載できるようにし、全社員のベクトル

合わせができ、士気の向上および経営改善に役立て

ている（6 ページ参照）。 
（注）ITを活用したコミュニケーション対策の必要性 

当社は、急激に店舗展開を行ってきたため、中 
途採用の従業員も多く、接客態度や経営理念の浸 
透をはかり顧客満足度を高めることが課題である。 

  従来のリサイクルショップは、不要品が煩雑に 
並べてある倉庫的なイメージが強かった。 

そこで、店内の整理、整頓、清掃、清潔、しつ 
けの 5S の徹底によるきれいな店舗への展開に傾

注している。このため、上記のような IT を活用し

た従業員全体のコミュニケーション対策、すなわ

ち情報の共有化が重要である。  
【日報管理システムの導入】 

日報管理システムにより、日計表、売上日報、在

庫情報、進捗管理、事業別・店別・エリア別売上管

理等きめ細かな管理を行っている（6 ページ参照）。 
 こうした各店舗のネットワーク化、情報の共有化

ができていることが、ヤフーオークションへの商品

の出品がスムーズにできた要因ともなっている。 
 

＜情報化を推進する上での特色＞ 

 以上の情報化を推進する上での特色は、次の通り

である。 
・ 経営者のトップダウンによる情報管理システムの

構築。 
・ 店舗運営責任者で構成されたネットワーク委員会

を毎月開催し、社内の情報システムの構築を進め

ている。そのため、従業員の生の声が反映され、 
より使いやすく、また、経営改善に直接つながる

システムが構築されている。 
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 情報化を推進するに当たって、センターの支援を

受けた部分は、次の通りである。 
・ネットショップの運営・管理の基本。 
・ネットショップにおける運用体制・人材育成方法。 
・ネットショップにおける集客方法、集客のための

メール対策。 
・ネットショップにおける決済方法、買い物かごシ

ステム、個人保護法を含むセキュリティ対策。 
・SEO 対策の基本、キーワード付与方法、アクセス

ログ解析。 
・ブログの運営・管理。 

・ヤフーオークションの運営・管理の基礎。 
・ヤフーオークションの効果ある商品の出品方法の 
ルールづくり。 

 
 
査定システムと在庫システムを連動させること

によって、経費の削減をはかり、より効率的な店舗

運営が行われるようになった。これにより、ネット

ショッピングとリアル店舗とが連動された店舗展開

が可能になった。 
平成 21 年に入り、オークションで毎月 1,000 万

円の売上げを達成しており、今後も出店アイテムを

増やし、倍の売上げを目標としている。

 

 

【サンタの創庫（オークションのホームページ）】 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．支援施策の活用 

４．情報化の効果 
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【優秀サポート賞】 (財)富山県新世紀産業機構 

 
 
 
企業名：神通工業株式会社 
代表者：代表取締役 馬渡一雄 
所在地：富山市上野 883 
創業年：昭和 29 年 5 月 
資本金・従業員：1,000 万円・23 人 
業 種：土石採取販売業、エクステリア工事業 
URL：http//www.e-exterior.net 

＜事業内容＞ 

当社は既存事業として神通川に採掘権を持ち、プ

ラントを設置して土石の採取・販売と土木工事を行

ってきた。しかし、公共工事の減少、住宅着工数の

低下など、近年の建設業界低迷の中、平成 16 年、

今までのノウハウや職人の技を生かして新たにエ

クステリア事業に参入し、現在では売上げの 27％を

占めるに至っている。 

 
 

＜専門家派遣制度による支援＞ 

当初(平成 17 年)、新規事業として取り組んでいる

エクステリア事業の販路拡大にホームページを活用

したいという漠然とした思いがあったが、担当の馬

渡取締役（社長の妻）は 50 代後半でインターネッ

トやホームページに関する知識はゼロに等しかった。

しかし、当機構のホームページ開設支援がきっかけ

となり、その開設はエクステリア事業の確立に大い

に役立つと確信するに至った。 
＜「とやまＥ製造業実践塾」による支援＞ 

この時期とほぼ同じくして、当機構が開催する

「とやまＥ製造業実践塾」を受講した。これはベテ

ランのコンサルタントが、7 か月間で 6 回の講義と

5 回の個別コンサルティングを実施する長期の実践 
 

 
講座(9 ページ参照)である。受講者はネットビジネス

に取り組むための基本を身につけ、引き合いや受注

を獲得できるホームページの構築ノウハウ、メール

対応、与信管理などを体系的に学び、講座期間中に

自社のホームページを改善していき、成果を出すこ

とを目指す。 
＜｢TOYAMA インターネット活用研究会」へ入会＞ 

その後は、当機構が運営する「TOYAMA インタ

ーネット活用研究会」（ネットビジネスを積極的に取

り組む県内企業を支援するための有料の会員制度）

にも入会し、平成 18 年度以降は当機構主催のセミ

ナーや講座(11 ページ参照)を積極的に活用して、自社

サイトのブラッシュアップに取り組んでいる。 
 
３．情報化の内容 

＜ホームページはでき上がったが＞ 

平成 17 年 6 月にホームページが完成したが、情

報発信の対象を曖昧なままに外注したため、ハウス

メーカーや土木工事業者向けのサイトとなり、エク

ステリア工事の問合せや受注には結びつかなかった。 
＜外注でサイトのリニューアル＞ 

このような状況の下、「とやまＥ製造業実践塾」

を受講した。サイトのターゲットはエンドユーザで

あると強く認識したが、エクステリア工事をネット

で受注することは思った以上に困難であった。 
ホームページで当社の安心・信頼を強く訴え、当

社で工事することのよさをアピールするための情報

発信、商品の説明文や画像、サイトの色やデザイン

などを学び、平成 18 年 2 月にサイトのリニューア

ルを外注で実施した。 
＜自社内制作でサイトの完全リニューアル＞ 

平成 18 年 8 月にエクステリアデザイナー兼ウェ 
 

ホームページを活用して新分野(エクステリア)へ進出 

【優秀企業賞】 神通工業(株) 
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ブ担当の人材を確保した。取締役はこの担当者とと

もに「とやまＥ製造業実践塾」を受講（取締役は 2
年連続の受講）し、この講座内容や講師のコンサル

ティングを基に 19 年 2 月に更なるサイトの完全リ

ニューアルを自社内制作で実施した。 
このリニューアルの際には「エクステリア職人の

現場日記」ブログを外部のブログサービスを利用し

て開設。同年 6 月より、一層のアクセスアップをは

かるために専門家派遣制度を活用して SEO（search 
engine optimization:検索エンジン最適化）による検

索順位向上対策、サイトの見直しを行った。 
＜サイトの充実によって信頼を高める＞ 

20 年 5 月には自社サイト内に「グリーングローブ

の事務所からこんにちは」ブログを開設し、当社し

か出せない情報、職人技などの技術情報、サービス

など、顧客の目線に合わせたお役たち情報を小まめ

に提供するようにした。これによって同社のサイト

の信頼性はますます高まった。 
＜ホームページの特色＞ 

ホームページを最大限有効利用するために、アク

セス解析を基にこまめな更新を行い、サイト訪問者

数の増加や検索順位の向上を日常的に行っている。

また特に心掛けているのはサイトイメージである。

カラーコーディネータや造園施工管理技術士などの

資格を持つ当社デザイナーによる製品・施工例を数

多く掲載しているが、当社の高級感あるエクステリ

アのイメージを損なわないよう、画像には特に気を

遣い、高級志向の顧客ニーズに対応している。 
 受注の増加に結実するようコンテンツ内容にも工

夫している。「選ばれる理由」「GreenGlove の仕事」

「施工例」「お客様の声」「スタッフ紹介」のコーナ

ーでは、当社が丁寧な仕事を心掛け、良いものを適

正な価格で提供する姿勢をしっかり伝えることによ

り、ネットでは伝わりにくい「安心」「信頼性」がサ

イト訪問者に伝わるよう、常にお客様目線での情報

発信を心がけたサイト構成となっている。 
また、「知っ得情報」では職人にしか分らない庭

造りの勘所や芝張り、レンガ積みなどのノウハウを

動画なども活用し紹介しており、エクステリアに興

味を持つ顧客の取り込みに効果を上げている。 
 【神通工業(株)のホーム(トップ)ページ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 上記のようなホームページの特色、工夫によって、

次のようにアクセス数がリニューアルごとに画期的

に多くなっている。 
・ホームページの開設(平成 17 年) 9,567 回/月 
・サイト完全リニューアル（18 年）19,056 回/月 
・サイト完全リニューアル（19 年）35,990 回/月 
・サイト内ブログの開設 (20 年)  50,825 回/月 
会社全体の売上げは近年の公共事業や住宅着工

の更なる景況悪化により減少したが、上記効果によ

るエクステリア事業の売上げが全売上げに占める割

合は、平成 18 年度の 9％から 20 年度 27％を占める

に至った。 
特に 20 年秋以降の苦しい経営環境の中、エクス

テリア事業が当社の 2 本目の柱として定着している。 

４．情報化の効果 

8 



資料2-1

!造業実践塾
中 小

製造業者、建設業者、農業など、生産者や受注請負型事業者がタロ何にネット活用で収益

を上げていくかに特化した講座です。

中」ヽ企業のインターネット活用も、自社ホームベージを持つているというだけでは独自

性や競争力の強化には全く結びつきません。これからは実際に活用し、「新規受注を獲得

する」「販売する」「請け負う」など自らが市場に売り込む能力をもつて、企業の利益につな

げていかなければ意味がありません。

この実践塾は、ネットビジネスの参入を目指す事業者 ・参入して間もない事業者を対象

に情報公開 ・情報発信の大切さとネットビジネス運営のノウ八ウを集中的に学んでいた

だき、サイト開設 ・リニュアル、売上アップを目指す内容になつています。

また、定員 12名 と少人数制なので、きめ細かな対応が特徴です。中」ヽ製造業の日toB

では定評ある講師から個別にコンサルティングをしてもらえ、実践すれば禾u益に結びつく

効果が実現できる講座です。

すでに「ネットビジネスで販路拡大」のノウAウ 、実績がここにあります。あとは、あなた

がこのチャンスをつかむか、つかまないか、だけなのです!

日本の eビ ジネス、特にBtoB、 ECの パイオエアとして、中小製造業のインターネット

活用に新たな道を開拓した。199フ 年、町工場 WEBマ スターとなり、当時製造業では唯
一日経 ECグ ランプリを受賞した「マグネットワールド」を企画 ・構築 ・運営、5年 間での

ネットからの売上げ総額は 0円 →3.5億 円にするなど、中」ヽ製造業がインターネットで

成功できることを日本ではじめて実証しました。

実際の eビ ジネス現場経験とオリジナルな成功体験から、机上の空論ではない現実に

即したコンサルティング、Webプ ロデュースで、全国的に高い評価を受けておられます。

また、がんばる製造業のためのコミュニティ「e製造業の会」の

主宰や、各地での「ネットショップ支援講座」

「製造業ネット活用塾」など、小さな会社、

ものづくり企業のネット活用を支援、こ活躍中の      |

錦 害おもヽかつてきています!

本気で取組めば必す実績は上がります !!

1期生、2期 生、3期 生で実証済み !!!

癖申1平成18年 8月 ～平成19年 3月

熊1真112社 1社から2名 まで参加可能
1‐‐

(決裁権のある方とIT担 当者様の組合せがベストです)

(応募企業が多数の場合、審査の上、受講企業を決定いたします)

1撃1品紀瞥倍甘科里蛋]瞥望ま辞倉暫密替の個別利用料が必要での
1会1蕩1富山技術交流ビル2階研修室
―■■

‐
(富山市高田529番地)

を

ヽ 玉



●村上塾長による5回の集中議義と2回の個別コンサルティンタ 交流会

●メーリングリストを用いたアドバイス、情報交換

●ゲストスピーカーによる講義

モノづくり、中小企業にとつての情報発信の大切さ、秘訣を学ぶ

個別コンサルティング (1社30分 程度)

8月 3日む 11:00～17:30
8月 4日0 9:00～

8月22日の 11:00～17:30

8月23日● 10:00～17:00
自社の強み弱みの徹底分析とお客さまを呼び込むサイト設計
SEO、 SEM、 キーワードの選定を意識したコンテンツつくり

11月 1日CD ll:00へ■7:00
11月 2日C)10:00へ′17:00

中間報告・ディスカッション、さらなるサイトブラッシュアップ

サイトができたら即すべきこと集客について

11月21日の 11:00～17:30
11月22日● 9:00～

気になる与信管理と、お客さま対応の秘訣を学ぶ

個別コンサルティング (1社30分 程度)

成果発表会とまとめ

ネットビジネス継続のための最終議義

2月 1日011:00～ 17:00
2月 2日 0 10:00～ 17:00

●積極的にインターネット活用を考えている中小製造業、建設業など、BtoB事 業者の方

※これからホームベージを開設したい方、開設したものの間含せがこない方に特におすすめです。

●経営者またはそれに準する方 (後継者・取締役・事業責任者など)でカリキュラムすべてに参カロできる方

●講座期間中に自社のホームベージを開設、もしくはリニュアルできる方

●受講者が電子メールアドレスを持ち、電子メールの選受信ができ、メーリングリストヘの参加ができる方

●参カロ費とは別に月額数千円程度の有料広告なども出費いただける方

●講師・スタッフからの要望事項に期間内に対応できる方

●講座終了後も平成19年 3月までの実績報告に応じられる方

みなさまへのメッセージ

とやまE製 造業実践塾の塾長を務めます 本寸 」L ヨ 蚤
ツ
です

株式会社創 代表取締役 本寸上 E華

【住 所】滋賀県大津市粟津町1]番1号マルシンビル4F

【URL】 httpt〃wwwe― b2b jp/

「選ばれる企業、選ばれる個人」になるために、自らチャレンジし

本気で変革しようと考える、中小企業・中小製造業者。SOHO・ 個

人へ、インターネットを活用した情報発信!情報公開!の重要性、

必然性を 「情報公開型ウェブ戦略理論」を基にお伝えし、実践し

た企業、個人が成果を上げ成功を積み重ねることで、日本を元気

にする一
翼を担いまあ

とやまE製 造業実践塾は、実際のeビジネス現場経験とオリジナ

ルな成功体験から、机上の空論ではない現実に即した 「実践のた

めの勉強」を実施し、必ずや実践レベルでネット活用の効果を感

じていただけるものとなります。

製造業者向けのコンサルティングで確実に成果を上げてきた実績

を有する、村上肇 (eビジネス戦略コンサルタント)を貴社eビジネ

ス戦略のブレーンとして、どうぞご活用ください。

卒業生の声

○長引く不況により受注量が減り、そのうえ、工場の一部

が火災にあい、会社を止めることも検討している時にワ

ラにもすがる思いでこの実践塾を受講しました。創業以

来、初めて上場企業との取り引きが成立したり、北海道

の自治体から注文が入ったりと新規の顧客がネットから

入ってくるようになりました。現在は毎日数件の注文が入

り、ネット経由の売上げは月平均100万 程度と、安定し

た売上げをインターネットから上げることができるように

なっています。本当に受講してよかったと思います。

うちみたいな会社が県内にどんどん増えますように。

○既存の営業形態に疑間を感じている時に、この実践塾の

開講を知り、受講しました。受講当初は「インターネットで

本当に営業力Sできるの力」と半信半疑でしたが、はじめて

問合せがあった時は本当にびっくりしました。

問合せや売上げが上がるとますますやる気になって、今で

はネット営業はなくてはならないツールになっていま抗
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平成 21年 度 資料2-2

O固腫]塩課鼓悪双ジユ鋤
研修日程 ・内容は、都合により変更することがありますので、ご了承ください。
研修内容の詳細につきましては、ホームページを参照していただくか、情報サービス課までお問い合わせください。
申し込みについては、受講申込票にご記入のうえ、F A Xでお送りください。

ホームベージはこち らをご覧 ください > > h t t p : / / W W w  t o n i o  o r j p / j o h o / s e m i 3 /

ISil陸詰市
ド

●パソコンを利用する講座は 1人 1台 のノー トパソコンを使って学習 します。(講座N o  l , N o  2 , N o  3 , N o  4 , N o  8 , N o  9 , N o 1 3 )

●受講料の他にテキス ト代金が必要な講座もあります。
●研修会場は富山技術交流 ビル 2 F研修室(富山市高田5 2 9 )・講座N o  4のみ富山県 Tセ ンターマルチメディアシアター(富山市高田5 2 7情 報 ビル5 F )

講座NO

t

コース名

ホームベTジ どルダー(Ver i 3)による
ホームベージ作成 【基本講座】
(6時間コース)

ウェプアートデザイナー(ホームベージ
ビルダー付属)で作るワンランクアップ
のホームベージ用素材作成講座
(4時間ヨース)

ホームベージどルダー(Ver.13)に よる
ホームベージ作成【ステップアップ講座I
(6時間コース)

Dreamweaver/CSSsテ ンプレート・

ライプラリ機能徹底マスター講座
(15時 麗ヨース)

プロに学rsi!デジカメ撮影テクエック
クリックされる商品撮影実践講座

(6時簡コース〕

プロに学PSi!ビデオカメラ動画撮影講座
(4時間コース)

ホームベージ担当者1よ必須の技術 !
アクセスアップ基礎講座

(4時間コース)

こんなにあつた !
仕事に使えるOoogieサ ービス
Googieサ ゃビス活用講座
(6時闇コース)

ロングテールを狙う必須のツール
Googieウェプマスターツール基礎講座
(4時闇コース)

期 日      受 講料 コ定員

2

Ｏ
Ｊ

4

5

6

7

内容・講師

ホームページビルダー初心者の方に、基本がわかる講座内容になつてい
ます。企業がホームページを開設するにあたってのポイントの説明から、
HTMLの 基礎知識、サイ ト設計、ビルダーの基本操作を、実際にページ
を作成しながら学びます。また、サーバーに転送し、自分が作つたペー

ジをインターネット上から確認するところまで学びます。

講師 !Webェ 房 studio tao 福島あすさ 氏

ホームベージビルダーに付いているウェブアー トデザイナーを使い、ボ
タンやバナーアイコンなどのホームページで使用する素材を作成します。
いまいちプロっぼく作れないとお悩みの方にビジネスで使えるオリジナ
ル素材の作成技術を学びます。

講師 t Web工房 Studio tao 福島あすさ 氏

テーブルやCSSを 利用したページ制作、お問しヽ合わせ等のフォームペー

ジの作成、SEO対 策など、ネットビジネスに直結したWEB作 成知識を
学びます。

講師 t Webェ房 Stbdio tao 福島あすさ 氏

Dreamweaverの 基本を理解している方を対象にした語座です。
Dreamweave'最 大の強み 【テンプレー ト・ライブラリ】機能を一気に

習得。3日 間の集中講座で演習時間もあるのでしつかり身に付きます。
より実践的にDreamweaverを 使いこなしたい方にオススメの講座です。

講師 :プライムビジネススタッフ(株)長 戸宏恵 氏

WEBで の写真 (画像)の 重要性はますます高くなつてきています。写真
の良し悪しが、ホームページの印象を左右し、売上にも影響します。そこ
で、写真がクリックにつながる、収益につながるそんなポイントを検索
エンジン大手某社のデジタルカメラ撮影講師でもあるプロカメラマンに、

写真撮影テクニックを実習を中心とした実践的なカリキュラムで学びます。

講師 :プロカメラマン 小 畑 章  氏

講師は
町
目からウロコ

い
のデジタルカメラ撮影講座で好評を得ているプ

ロカメラマンの小畑氏です。人間の眼がどう認識しているのか→どう撮
影をすればよいのかなど、撮影のコツを掴み、撮影の文法を理解するこ
とにより、クオリティーが上がり、訴求力が増す、実践テクニックを伝
授していただきます。

講師 :プロカメラマン 小 畑 章  氏

ホームページはあるけれど 「検索にヒットしない」「アクセスが伸びな
い」。そう悩まれている方、実はtホ ームページを開設しただけでは集客
が増えない理由があるのです。アクセスアップの基本原理と仕組みを理
解しヽホームページに適切に施す。このプラスアルファが必要なのです。
この研修でアクセスアップの基本をぜひ体得して下さい |
◆キーワード:基本、アクセスアップ、SEO、 タグ、バックリンク、集客

講師 :(有)教材 ドットコム 代 表取締役 吉 田喜彦 氏

業務改善を検討するなら迷わす導入して欲しいのがGoogieサ ービス !
「検索サイ トじゃないの?」 しヽえいえ、Ooog eはもはやソフトウェア群
となつており、活用した業務改善が多数報告されています。コス トをか
けすに業務改善出来るグーグルサービス。あなたの会社でも導入してみ
ませんか? ◆ キーワー ド:Google、 Cmail、カレンダー、グループ、
地図、アラー ト、スケジュール共有、オフィス、業務改善、無料

講師 :(有)教材 ドットコム 代 表取締役 言 田喜彦 氏

昨年も好評だつたウェブマスターツール講座です。アクセスアップに必
須のウェブマスターセントラル、サイ トマップ、アナリティクス、
アドワーズの基本を集中的に学べます。日本でもシェアを伸ばしてしヽる
Ooogleを攻略する上で必須の講座です |
◆キーワード:Google、Adwo「dS、Ana yJcs、Sitemap、クローラ

講師 :(有)教材ドットコム 代表取締役 吉 田喜彦 氏

6月 24日 (水)
10,OCl-1フ i00

初級者向け

フ月22日 (水)
13:30～ ]フ:30

初級者向け

8月 26日 (水)
10:00～ 1フ:00

中級者向け

2010年

曰弓1フ日17Xl～19日C)
10:00～16:00

中級者向け
会場:マルチメディアシアター

フ月フ日(火)
10:00-1フ :00

初級～中級者向け

10月 6日 (火)
13:30～ ]フ:30

初級～中級者向け

6月 18日 (本)
13:30～ ]フ:30

初級者向け

フ月16日 (木)
10i00～ 17i00

初級者向け

9月 ]]日 (金)
13i30-17i30

初級者向け

０
０

9

，
０

名

０

２

0 0 円

(財)富出県新世紀産業機構情報サービス課 富山市高田527廟R働レlF
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講座NO

llD

コース名

売上げUpi
サイト改蓄の糸日を見つけよう !

Googteア ナリティクス活用議座

(4時間ヨース)

アクセスアップの新しい流れが見えて
きた t WEBマ スター中級講座

(4時間コース)

次世代辞掛ブログツールを使いこなそう
Word Pressビ ジネス活廃講座

(6時間コース)

1 0月フ日(水)
13:30～ 1フ:30

中級者向け

12月 4日 (金)
13:30～ 17i30

中級者向け

8月 6日 (木)
1 0iOCl-1フ i00

初級者向け

2010年
]月2フ日(水)
10i00～ 1フi00

初級者向け

期

11

112

Web2 0か らいよいよWeb3 0の 胎動へ。従来のSEOは 情報戦争、価格

競争になり、回ングテールやCCMサ イ トの攻陪が必須になつています。
あなたのサイ トの参照元は最新事情に合つていますか?毎年好評のウェ

ブマスター中級講座がパワーアップして帰つてきました !

◆キーワー ド:SEO、 SEM、 LPO、 COM、 Twkter、Facebook、SNS

講師 i(有)教材 ドットコム 代 表取締役 吉 回喜彦 氏

WordPressは 無料のブログ構築ツールです。全世界に急速に普及し、

国内でも多くの自治体や大手企業が導入しています。また、アクセス

アップなどのツールも豊富で柔軟なカスタマイズも特徴の 1つです。
一方でテンプレー トやプラグインなど自由度が高すぎるため初心者には

とつつきづらいのも事実。研修ではビジネス活用に絞り、わかりやすく

解説します。

講師 :(有)教材 ドットコム 代 表取締役 吉 国喜彦 氏

ジログを開設したけれど活用出来てない !そんな声をよく聞きます。単
なる日記になっていては効果的な集客は出来ません。本講座では、ブロ

グの仕組みを活用した効果的な集客方法や、SMOを 意識したライティ
ングなど、ブログを100%使 い倒すテクニックを解説します。目指せ |

脱初心者ブロガー 1

講師 :(有)教材 ドットコム 代 表取締役 吉 田喜彦 氏

113
プログ担当者必見 !誰でも簡単 !

わかうやすいブElグ初級講座

(6時間コース)

[WEB運 営実践パソコン講座No l～No 13]の 講座は会員特典がある講座です。

情報サービス謀の情報利用会員は上記講座の中から受講料合計額が25,000円 以内、

インターネット活用研究会会員は受講料含計額が13,000円 以内で無料で受講できます。

章Ⅲ単
注意事項

==キ

]講 座の組み合わせは自由ですが、端数金額を受講料の二部に充てることはできません。

例 :51000円 講座を2講座無料特典で受講したインタTネ ット会員は、残りの 3,000円 を5,000円 講座の一部に充て、21000円 の支払いで受講することはできません。
2 会 員特典による受講の受付けは講座開催日の lヵ月前からとなります。これ以前のお申し込みは一般受付け (有料)と なりますのでこ注意ください。
3 受 講人数には制限がありますので、募集状況によっては無料で受講できない場合があります。

≪会員制度のお問い合わせについては情報サービス課まで》

モ′せイサレ活用実践セミナー ・講座  (問 合・申込先/情 報サービス謀 TEL 076-444-5604 FAX 076-444-5646)

鞭
　

田

却

モバイルマーケテイング最前線 ～ モバイルマーケテイングの最新動向～

講師 :モバイルマーケティングソリューション協議会 (MMSA)会 員企業 4社

岸良 征 彦 氏  MMSA専 務理事 デ ジタルAリウッド大学院客員教授 。(株)ディーツーコミュニケーションズ所属

福永 充 利 氏  MMSA顧 問   (株 )Kazeniwa 代 表取締役
」Wi 和 也 氏  MMSA理 事   グ ランドデザインSカ ンパニー(株)代表取締役
木村  潤  氏  MMSA事 務局長 (株 )移動体通信総合研究所 取 締役

イマ ドキケータイサイ ト制作入門講座 (仮題)
講師 !未定

ネ ッ トビジネス,ネ ッ トショップ実践講座 (間含 ・申込先/情 報サニビス課 T E L076-444-5604

9月 10日 (木)
14:00～ ]フ :20

9～ 10月 開催予定

新世紀ネットビジネス道場 とやま
(ビギナーコース)

新世紀ネットビジネス遺場 と やま

(アドバンスコース)

商材があり、ネットショップを始めたばかりの人、開業しているが、ま

だ実績を出せていない人を対象としたネットショップの初心者向けコー

スです。ネットビジネスの基本を学び、時流にのつたインターネットノ
ウ八ウだけでなく、ビジネスの考え方 ・組み立て方 。発想の仕方などを

学びます。この講座は、講義型セミナーではない参加型セミナーです。
コーチングを取り入れ、講師から教えられることを受動的に学731のでは
なく、受講生の 「気付き」を引き出し、能カアップし、実績につなげます。

講師 :ソフィアブレイン 代 表 小 目山 真 吾 氏

現在の自社のネットビジネスに活を入れたい人に最適のコースです。
ネットショップだけではなく、ネットを活用した見積もり ・問い合わせ

対応や実店舗など、他のチャネルヘの販促方法としての活用ノウ八ウも

実践します。 講 師の森本、笹本の両氏は大阪の 「うりうり教習所」ア ド
バンスコースで100社 以上の卒業生を排出し、2005年 の受講者は、

半年後に月商最大300万 円、平均150万 円アップさせています。

講師 :株式会社こきょう   代 表取締役 森 本 繁 生 氏
有限会社A一 コマース 代 表取締役 笹 本  克  氏

フ月10日 (金)
フ月24日 (金)
8月 フ日(金)
8月 21日 (金)
9月 4日 (金)
各回1■ 00～ 1フi30

10月 1日 (木)
]0月 15日 (木)
10月29日 (木)
11月 12日 (木)
11月 26日 (木)
各回1 li00～1フi30

内容・講師

Googleは設置したものの高機能すぎて 「使い方がよく分からない」「ど
こを見ればサイ ト改善に役立つのか」「アクセス分析は面倒」そう思われ
ている方は必見です。Coogle Ana yjcs解説ブログで開設 ]ケ月にし
てはてなブックマーク100件 を獲得した講師が、Google Analytics活

用の秘訣と使い方をわかりやすく解説します !
◆キーワー ドtアクセス解析、費用対効果、RO、 サイ ト改善

講師 :(有)教材 ドットコム 代 表取締役 吉 田喜彦 氏

31,500円

課題本購入代別途要

12社

(財)富出県新世紀産業機構 情報サービス課 富山市高田52フ儲趨 レlF
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【優秀サポート賞】(財)ふくい産業支援センター 

 
 
 
企業名：株式会社 小林大伸堂 
代表者：代表取締役 小林照明 
所在地：福井県鯖江市水落町 2 丁目 28 番 29 号 
創業年：大正 13 年（小林印房として） 

(上記法人登記昭和 17 年 4 月) 
資本金・従業員：350 万円・５人 
業 種：印章業 
URL：http//www.kaiunya.jp 

       http//www.rosestone.co.jp 

＜事業内容＞ 

当社は競争が激化する印章業にあって、生き残り

をかけてホームページ販売に乗り出し、「開運印鑑」

「宝石印鑑」などユニークなアイデアに基づくサイ

トを展開。顕在化していない市場を掘り起こし、平

成９年からの 10 年間で、売上高を約８倍に伸ばす

ことに成功した。 

2008 年 11 月には店舗・事務所を新築移転。ネッ

トと実店舗の融合・相互誘導により、県内外からの

集客とネット通販の拡大を目指している。 

 
 

パソコンやインターネットの普及、文書の電子化

などにより印鑑やゴム印の需要が減少、さらにバブ

ルの崩壊と安売りフランチャイズ店の登場になどに

より、平成９年前後、同社の店舗売り上げは最盛期

の半分程度にまで落ち込んでいた。 
将来的にさらなる印鑑需要の落ち込みも予想さ

れるなか、同社は生き残りをかけた新たな取り組み

を行う必要性を感じていた。 
＜ｅビジネス実践研修での支援＞ 

新たな取り組みの一環として、同社は、平成 10 
 

 
年からホームページを開設、新たな販路の開拓を目 
指していたが、開設から約 4 年間はなかなか売り上

げが伸びない状況が続いていた。 
そんな平成 14 年、同社代表の小林氏は、(財)ふく

い産業支援センターが主催するｅビジネス実践研修

（15 ページ参照）を受講。その後も経営者および従業

員を当センター主催のＩＴ研修に継続的に派遣する

ことで会社全体のスキルアップをはかっていった。 
＜セミナーや交流会での支援＞ 

また、当センターが開催する無料セミナーや異業

種交流会事業にも積極的に参加した。 
その際に知り合ったＩＴ業者に自社のシステム

構築を依頼したり、同じく知り合ったネットショッ

プオーナーが参加する「福井インターネット通販研

究会」（福井県内の経営者を中心に活動するインター

ネット通販に関する勉強会組織）にも参加してノウ

ハウを深めていった。 
印章業はインターネット販売のなかでも競争の

激しい業界といわれており、他社より一歩でも先を

行くための場として交流会などを大いに活用した。 
  
 

同社では、以下のように「ホームページ制作」「販

売をサポートするシステム投資」の大きく２種類の

情報化投資を行っている。 
＜ホームページ制作：３つのサイトを運営＞ 

同社では、顧客層・取扱商品に分けて３つのサイ

トを運営している。これらサイトの制作のほぼ全て

を外注業者に任せている。これは、「ネット上で競合

企業が増える現状にあり、多少の費用をかけても他

社との差別化できるサイトを構築する必要がある」

「自社は印鑑の製造や新たなサービスの構築に注力 
 

印鑑需要の減少に、サイトでの販路拡大と実店舗の同時展開 

【優秀企業賞】(株)小林大伸堂 

３ 

１．企業の概要 

２．情報化支援施策の活用 
３．情報化の内容 
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すべき」という方針によるものである。 
サイトの名称と目的は、以下のとおりである。 
【はんこねっと本店】 

http://www.hankonet.com/ 
同社がネットに進出して最初に構築したサイ 

トでゴム印などを中心に販売している。 
【小林大伸堂・開運印鑑】 

http://www.kaiunya.jp/ 
「開運」に特化してサービス展開。３つのな

かでは最も売り上げが多い。 
【ローズストーン・宝石印鑑】 

http://www.rosestone.co.jp/ 
若者や女性をターゲットにパワーストーンと 
呼ばれる印材を使った宝石印鑑を中心に販売

している。本サイトの立ち上げと同時に実店舗

も新築移転した。 
 

＜システム投資：顧客サービス向上のためのＩＴ活用＞ 

当社の製品は、お客さまごとに印影（印鑑を押し

たときの形状）が異なるため、製作前に一人一人の

お客さまに対し印影の確認（了解）をとる必要があ

る。当初はこの作業を電子メールに印影画像を添付

して行っていたが、「主婦や若者を中心として電子メ

ールを持っていないお客さまの増加」「迷惑メール対

策による添付ファイル付き電子メールの不達の増

加」などにより、不都合が発生していた。 
こういった状況をそのまま放置しておくと、信用 

低下や事務作業の増大、販売機会の損出を招く危険

性があると判断した同社は、電子メールを使用せず

に印影を確認できる独自の確認システムを構築。顧

客サービスを向上させるとともに、パソコンが不得

手なユーザの取り込みにも成功した。 
 
＜システム投資：事務作業自動化のための IT活用＞ 
顧客管理および販売管理は県内のソフト制作会

社のパッケージをカスタマイズして使用している。 
このソフトを利用することにより、サイトからの

注文は、自動的に請求書の発行や消し込み・宅配便

の送り状の発行までほぼ自動化されている。 
 

 

 上記のような取り組みによって、当社は平成１９

年度の売上高で平成９年度の約８倍、同じく経常利

益率でも約２倍の成果をあげている。 
＜ネットと実店舗との融合を目指して＞ 

同社では左記のように３つのサイトを運営して

おり、それぞれ特徴のあるサービスを提供している

が、その中でもユニークなのは平成 18 年に実店舗

とサイトをほぼ同時期に開始した「ローズストー

ン・宝石印鑑」である。このビジネスは、実店舗を

同一コンセプトにあわせて展開することでネットと

リアルの相乗効果を目指したものである。 
【ローズストーン・宝石印鑑のサイト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【(株)小林大伸堂の新店舗】 

 
 このサービスは、従来の同社の顧客層・印材と

まったく異なるものであったが、ネット販売と店

舗売りの両輪が上手くかみ合うことにより、ネッ

ト・実店舗双方とも順調に売上げを伸ばしている。

また、現在ではサイトで同社を知った利用者が県

内外から同社に足を運ぶ人気店舗となっている。 
 

４．情報化の効果 
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    以下は、研修の例です。詳細内容は同支援センターのホームページをご参照下さい。 

 
    ウェブ制作者としてスキルアップしたい方  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ネット販売、最初の一歩 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ブログで集客！ブログで販促！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.Web デザイン・スキルアップ研修 

（財）ふくい産業支援センター 情報化支援研修のご紹介 

20.e ビジネスの基本知識 

21.ブログマーケティング入門 
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プロカメラマンから基本と実践テクニックを学ぶ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    デジカメで撮影した商品写真を加工するテクニックを習得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    噂のスパルタ講座、今年度も開催決定！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.売るための商品撮影のノウハウ 

23.デジカメ写真加工テクニック 

25.e ビジネス実践・サイト再構築編 
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【奨励サポート賞】(財)くまもとテクノ産業財団 

 
 
 
企業名：有限会社チューリップ 
代表者：代表取締役 平井一徳 
所在地：熊本県上天草市大矢野町中 4555－8 
創業年：平成元年 12 月 
資本金・従業員：300 万円・3 人 
業 種：工業用中古ミシン等のネット販売 
URL：http//www.arrownet.co.jp/misin/ 

＜事業内容＞ 

当社は婦人服縫製の地域リーダーであったが、従

業員の高齢化、縫製品の低価格化、グローバル化に

よる影響などの課題を抱えていた。 

このような状況から脱却するため、縫製に関する

豊富な経験ノウハウをビジネスのコアとしてネッ

ト通販を展開している。 

 
 

＜「熊本県取引商談会」が支援のきっかけ＞ 

平成 13 年 7 月、発注企業と受注企業のマッチン

グの場を提供する当財団が開催する「熊本県取引商

談会」への来所が支援のきっかけである。来所の背

景は、メイン取引先からの発注量が大幅に減少、厳

しい経営状況となっていたことである。 
情報化については 2000 年問題で相談を受け、ソ

フトウエアアドバイザーを派遣した。当時当社の集

計業務は表計算ソフト（旧 OS）で行っており、煩

雑な操作、タイムロスが発生していた。同アドバイ

ザーは、データベースソフトであるアクセスの導入

を進言するとともに、新しい OS（ウインドウズ）

による生産管理システムを実現した。 
このような過程を経て、ネット通販の基礎と言え 
 
 

 
る管理概念が醸成され、当財団が開催する次の IT
講習会への参加に繋がった。 
＜IT研修会による支援の内容＞ 

【インターネット通販コース】 

 開催期間は約 2 か月、計 30 時間（2 時間×15 回）

である。内容は、ネットショップの事前準備、ホー

ムページ作成（実習）、必要な諸設備、電子商取引の

諸技術、営業拡大施策、自己店舗の診断など。 
【プレゼンテーションコース】 

 開催期間は約 2 か月、計 16 時間（2 時間×8 回）

である。内容は、パワーポイントの基礎・応用、実

務での活用演習である。 
【イラストレータコース】 

 開催期間は約 2 か月、計 20 時間（2 時間×10 回）

である。内容は、イラストレータの基本操作から販

促用のイラスト作成に至る実務での活用演習である。 
 なお、研修終了後は、支援センターの担当者が電

話や FAX でサポートし、現地指導も行った。 
 
 
 

＜縫製加工の量産をストップし、新たなビジネス展

開に踏み切る＞ 

平成 15 年７月上記のインターネット通販および

イラストレータコースの受講終了時期と時を同じく

して、以下のように新たなビジネス展開に踏み出し

た。（加工賃の低下が進み工場経営が悪化、将来の

夢・希望が持てず、社員と話し合って縫製加工を中

止） 
【個人向け工業用中古ミシンの通信販売】 

独自ドメインを取得して、ホームページ作りに着 
手し、特に平成 16 年 7 月に「工業用ミシン」の受 
 
 

縫製業の経験・ノウハウを、中古ミシンのネット通販に活かす 

【奨励企業賞】(有)チューリップ 

４ 

１．企業の概要 

２．情報化支援施策の活用 

３．情報化の内容 
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注を開始した。当社は中小零細企業であるが、上記

の IT 研修会の受講を契機に自らの力（IT ベンダー

に依頼せず）でホームページを構築し、現在、ヤフ

ーおよびグーグルの検索エンジンの中で「中古ミシ

ン」検索で常に上位を確保している。 
また、特徴として、デジタル（ネット通販）とア 

ナログ（社長自ら納品）を融合するとともに、納品

時の縫製指導、納品後の充実した電話無料相談体制

を構築した。 
工業用ミシンは、家庭用ミシンとは動力源（200V

仕様）が異なるため、これまで一般ユーザに対する

流通が確立していなかった。また、購入しても直ぐ

には使えないなどさまざまな問題があった。当社は

これらの課題を解決し、縫製が初めての人でも使え

るようミシンの改造を行うとともに、直接納入によ

る現地指導等を通じて、個人事業者向け工業用中古

ミシンの通販という新たな流通システムを構築した。 
初めて工業用ミシンを使う方にとって、豊富な縫

製体験を有する当社の支援体制（納入時の指導、縫

製技術相談など）は、個人創業者などの縫製業への

参入の道を切り開いたといえる。 
【個人事業者支援のためのホームページを開設】 

① 中古の工業用ミシンを提供する「アパレル工場チ 
ューリップ」の開設（19 ページ参照） 

② アパレルの企画から製品ができ上がるまでの技 
術を伝授する「アパレル道場」の開設（19 ページ 

参照） 

③ 縫製工場が使うプロのアパレル用品を提供する 
「縫製工場 TULIP」の開設（20 ページ参照） 
なお、ホームページへのアクセス度を増加する手 

段の一つとして、納品時現地の写真とコメント（人

間味あふれ、商売気を感じさせない内容）をアップ、

親しみのあるものにしている。 
また、強み（縫製暦 15 年）を活かしたコンテン 

ツであり、縫製業を愛し続ける思いが起業家の支援

につながっている。 
 

【地域社会への貢献のためのホームページ開設】 

・平成 15 年 11 月に「あまくさ宝島」の特産品ネッ

トショップ始動 
・平成 15 年 12 月に「天草活車海老」の受注開始 
・平成 16 年 2 月に「天草ポンカン」の受注開始 
・平成 19 年 10 月にカートショップ「あまくさ宝島」

開設 
 
 【(有)チューリップのホームページ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 上記のような情報化対応によって、次のような成

果を達成している。 
【売上高の増加（対前年比）】 

平成 16 年度（2.84 倍）、17 年度（1.42 倍）、18
年度（1.25 倍）、19 年度（1.32 倍）、 20 年度（1.05
倍）  

【主要製品である中古ミシンの販売増加】 

 平成 18 年度 69 台 ⇒ 19 年度 104 台 ⇒ 20 年度 147 台 
 最大の効果は、情報化によって従来の縫製業（不

安定な受注体制）から脱却し、個人向け工業用中古

ミシンの通販という新しい分野を開拓し、企業の存

続をはかったことである。 
 
 

 
 

４．情報化の効果 
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【奨励サポート賞】(財)大分県産業創造機構 

 
 
 
企業名：株式会社マイダスコミュニケーション 
代表者：代表取締役社長 福田健二 
所在地：大分市古国府 1155－1 
創業年：平成 2 年 7 月 
資本金・従業員：1,000 万円・8 人 
業 種：イベント企画、情報サービス業 
URL：http://www.midas-net.co.jp/ 

＜事業内容＞ 

当社は地方都市の印刷会社から分社し、企業の販

売促進支援、イベントの運営支援などの新分野へ進

出している。 

効率的で、正確な業務運営、高品質なサービスを

行うため、ITを有効活用して「データベース運営」

「バーコード受付システム」の運用など新しいシス

テムの開発・導入を積極的に行っている。 

 
 

独立元の会社が分社する前から異業種交流グル

ープや情報化研究会などに参加してきた。また、事

業戦略、情報化、システム開発などについて、以下

のように機構の各種支援施策を受けた。 
＜プライバシーマークの認証取得＞ 

 イベントの企画、運営に当たって取り扱う個人情

報が多い。このため、プライバシーマークの認証取

得にあたって、専門家の派遣を受けて申請書作成、

体制準備を行った。 
＜「ⅰ-booth(アイブース)」の開発＞ 

ＩＴを活用したイベント管理システムの開発、運

用について、市場動向、技術動向などの情報提供を

含めて随時アドバイスを受けた。 
 
 

 

＜その他広報、取引あっせん、セミナーなど＞ 

・当社が商標登録をしているイベントシステムの認

知度を高めるために、広報誌などで紹介された。 
・機構などが主催する「ベンチャーマッチングプラ

ザ」へ出展し、新規顧客獲得への販路を見出した。 
・マネジメントスクール、中小企業ＩＴプラザ、情

報産業活性化研究会、情報セキュリティ対策セミ

ナーなどの各種セミナーへ参加し、経営課題の整

理や技術習得に役立てた。 
・業務協力のための連携企業の紹介を受けた。 

 
 

＜主な業務システム「CTI コールセンター」＞ 

 イベントの運営支援を行うため、次の内容の「CTI

コ ー ル セ ン タ ー 」（ CTI=Computer Telephony 

Integration）システムを開発した（23 ページ参照）。 

・主催者・来場者・出演者など多面的な関係者が想

定されるイベントにおいて、それらの問い合わせ

を一元的に受け付ける。 

・電話・FAX・メールなどの異なる窓口での受付情報

を、データベースで一元管理し、誰がいつ対応し

ても統一的な対応ができるよう工夫している。 

・また、この付随機能「FAX 情報取り出しシステム」

（電話機のプッシュ信号で FAX を取り出す）を使っ 

 て、抽選イベントの告知・説明書配信・応募用紙

取り出しを行っている。 

・CTI システムと Access データベースを連動し、同

窓会名簿調査を実施し、完成データを名簿印刷に

活用したケースもある。 
 

【上記システムは、次のハードウエアで構成されて 

いる。】 

 

 

IT を有効活用して新分野（イベントの企画・運営）へ進出 

【奨励企業賞】(株)マイダスコミュニケーション 

５ 

１．企業の概要 

２．情報化支援施策の活用 

３．情報化の内容 
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・サーバ、CTI サーバ、ネットワーク HD、各クライ

アント PCをネットワーク接続。 

・イベント等の参加者情報を個別にプリントアウト

する機会も多く、ネットワークプリンタを 3台所

有し使い分けている。 

・その他、イベントの際に貸し出すパソコン、ネッ

トワークサーバ、電話や FAX などの通信機器、WEB

カメラ、バーコードリーダー等を所有する。 

・プラスチック ID証制作用「カードプリンタ」も運

用管理している。 

＜イベント運営システム「ｉ-ｂｏｏｔｈ」＞ 

インターネットを活用したイベントスタッフ用

情報提供システムを開発している（24ページ参照）。 

これは、複数会場で開催されるイベントの情報管

理に活用する。情報をプリントアウトすることで、

来場者への案内資料として使うことも可能である。 

・運営本部のスタッフと、各会場間で、リアルタイ

ムに情報共有できる。 

・スタッフマニュアルを掲載し、随時変更すること

ができる。 

・WEB カメラと連動することで、遠隔地のイベント

会場や駐車場の混雑状況、シャトルバス運行状況

を監視できる。 

・落し物や迷子の情報を写真とあわせて登録。多地

点でも内容確認ができる。 

・ベビーカーや車いすといった、レンタル品の在庫

状況を登録管理する。 

・会場内観客の緊急呼び出し情報を登録管理する。 

・発表用プレゼンテーションファイルを会場間 LAN

で配信し、その配信状況を管理する。 

＜IT活用の特色＞ 

当社の上記システムの特色は、技術的な点にある

のではなく、むしろ一般的な技術をうまく活用し、

正確かつ効率的な事業運営をいかにローコストで実

現するか、という視点である。企画会社としてプロ

モーション支援、イベントの運営支援を行う中で発

見したニーズ・シーズをもとに、その課題解決に向

けて最適な情報技術を見極め導入している。 

 【(株)マイダスコミュニケーションのホームページ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当社独自の情報活用技術を武器に、比較的歴史の

浅い当社が大型イベントを受注することが可能とな

っている。 
また、販促プロモーションにおいても、インター

ネットをはじめとする情報技術を活用した、より高

度な仕組みづくりが可能となっている。 
プライバシーマークの認定取得は、社内の情報管

理意識の向上に有益であるとともに、自治体・官公

庁からの受注に向けて有効である。特に当社が得意

とする多くの参加者情報を一元管理するタイプのイ

ベントにおいては、発注者側もその点に関心を寄せ

ており、信頼感の醸成に有効である。 
【売上高の増加】 

上記のような情報化対応によって、売上高は次の

ように大幅に増加している。 
  平成 19 年度  21,063 万円（241） 
  平成 18 年度  16,865 万円（192） 
  平成 17 年度  18,453 万円（211） 
  平成 16 年度  12,994 万円（149） 
  平成 15 年度    8,744 万円（100） 

４．情報化の効果 
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[ システム構成図① ]

ＣＴＩサーバ

データベース

公衆網

インターネット

電話

FAX

E-Mail

HP

主催者
来場者
出演者

・
・
・

運用例[１] イベント参加者からの問合せコールセンター
・イベントの参加者からの来場申込や問合せをコールセンターで受け付け。
・その申込内容や問合せ内容をデータベースに登録して、履歴管理をしていく。
・申し込み内容の変更や問合せ電話が入った場合には、着信電話番号からデータベース情報を検

索し、その参加者情報をオペレータのパソコン画面上に表示することで、スピーディに対応。
・また、同データベースからは、参加者の招待状や名札をプリントアウトすることも可能。

運用例[2] FAX情報取り出しシステム
・電話を掛けてきたお客様が、音声ガイダンスに従って、プッシュダイヤルで番号を選択すると、そ

の指定に応じて、抽選イベントのチラシ・応募用紙・説明書などをFAXから取り出すことができる。
３６５日２４時間応答可能。

・サーバに登録したワープロ文書のFAX配信や、テキスト文字の自動読み上げ機能を利用できる。

運用例[3] アウトバウンドコールセンター
・CTIサーバのアウトバウンド機能を使い、同窓会などの消息調査を実施。
・過去の同窓会名簿データに基づいて、効率的に電話確認調査をすることができる。
・オペレータはパソコン画面上の発呼ボタンをクリックするだけで、コンピュータが該当者へ自動発

呼する。効率的に消息確認調査ができ、もちろん応対履歴はデータベースで登録管理していく。
該当者から問合せなどがあった場合にも、複数の異なるオペレータが対応しても、統一的でス
ムーズな対応が可能となる。

・完成したデータは、印刷展開に適したDTP向けのデータ形式へ展開することができ、名簿等の印
刷物とも連動できる。

copyright(c) 2009 midas communications ltd. all rights reserved.

(株)マイダスコミュニケーション

ＣＴＩコールセンター
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[ システム構成図② ]

(株)マイダスコミュニケーション

ｉ－ｂｏｏｔｈ（アイブース）

ミラーサーバ

インフォメーションブース

ブース内の各端末 ⇒ 受付スタッフ・職員が情報を入
力・閲覧 i-boothi-boothi-booth i-booth

情報提供

問合せ
照会

一斉通知･
最新情報

報告･
申し送り

双方向性の活用

本 部

i-booth用
メインサーバ

報告書等への
データ受け渡し

インターネット回線
（有線または無線）

copyright(c) 2009 midas communications ltd. all rights reserved.
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(財)全国中小企業情報化促進センター事務局  TEL:03-3549-1820 

http://www.n-i-c.or.jp/ 




