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会社概要

l 会社名 フォーデイズ株式会社

l 会社設立 1997年4月

l 代表者 代表取締役社長 和田 佳子

l 資本金 4500万円

l 年商 324億円(2010年3月期)
l 社員数 203名(臨時含む)
l 本社 東京都中央区日本橋茅場町

l 事業内容

– 健康食品および化粧品の開発・販売

– 「人への思い」を伝える健康活動を中心に、会員制で販売





http://fordays.jp/
もし興味がありましたら、ホームページをご覧下さい。



システムの歴史

1999年 核酸商品発売と同時に、PC DOSによる会員管理システムを自社開
発、稼働

2005年～
2006年

Windowsシステムで、会員、販売、在庫、統計管理システムを自社
開発、稼働

2006年～
2007年

IBM iを販売実績処理用に導入、経理、販売、在庫の各種経営資
料の出力開始

2008年 携帯用の会員向け情報提供システム稼働(.NET)
LANSAを導入

2009年 PCサイト用の会員向け情報提供システム稼働(LANSA WAM)

2010年 携帯用の会員向け情報提供システムバージョンアップ(LANSA for 
the Web)



システムの課題

l PC系のシステムはバッチで実行結果が毎回違うなど業務に
支障をきたしていた

– RPGの開発経験を持っていたことから、IBM iを導入、こ
の問題は解決したが、メインのシステムでIBM iを使うつ
もりはなかった

l .NETでの開発は、自由度がある代わりに開発に時間がかか
ると感じていた。

l 過去に外部業者が2社開発に入っており、ソースコードが非常
に複雑になっていた。

l システムの拡張は待ったなし



LANSAに期待したこと

l ｢もう少しなんとかならないか｣と言う中でLANSA
に出会った

– PC系の技術者でもIBM i上で、システムが組み
立てられるようになる

– システムの開発の生産性向上

– IBM i上のデータを将来的にPC側に持ってくるこ
とも可能

トライしてみよう！



どう進めたのか
～まずは、WAMで会員向けPCサイトの新規構築を目標に！ ～

l 集合研修と、週次のスポットサポート

– 研修後自分でやってみようとすると、判らないことが多く、立ち往生

– 営業の訪問時に窮状を訴え、LJのスポットサービスを利用できるよう
になりプロジェクトが前進するようになった

– ビジネスロジックが非常に複雑。なるべく既存部品（.NET）を使い回
せないか、WAMとの連携を考慮して進める

2008年 2009年 2010年

12月 1月 2月-6月 8月-10月 11月 12月-3月 4月

導入 ○

研修 ○

開発 開発の試行錯誤 週一回のスポット・
サポートを利用

携帯サイトの開発

本稼働 会員向け情報提供システム稼働▼
会員向け携帯サイトシステム稼働▼



開発体制
2009年8月～10月

部長

LANSA+

.net担当
.net担当

ランサ・ジャパン

1週間～2週間に1回
スポットサポート

【LANSA開発者のワーク配分(１名)】
LANSA       30%
.net           20%
社内サポート50%

外注（常駐）1名

【システム開発部構成】

部長
社員 ：4名
（開発2名、運用2名）
---------------
外注（常駐） ：2～5名



システム構成図
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開発したシステム①
PCサイト

l 会員向け情報提供システム (LANSA WAM)
【機能】

– ログイン画面

– TOPメニュー（お知らせ）

– ダウンラインレポート注文

– ダウンライン照会

– 会員情報変更

【実現できたこと】

– 既存システム(.NET)のロジックをEXE化し、LANSAから呼び出し連携でき
るようにした。※当初は、既存システムで使用しているDLLをそのまま使用さ
せたいと考え、DLLをLANSAから呼び出す方法を検討したが、その方法が
非常に複雑なため、EXE連携に変更。



既存の仕組み（基幹システム）

FAX送信の仕掛け
LANSA→EXE（.NET）→既存システム（.NET） の連携

DLレポート出力

管理テーブル
DL出力用EXE

FAX送信管理

DLレポート
管理テーブル

送信管理
テーブル

結果参照表示

DLレポートのご依頼を受け付けました。
ご登録のFAXへ送信いたします。

※反映日後は混み合うため30分程度お時間がかかることがございますので
ご了承下さい。

注文確定押下



その他画面の例

lダウンライン照会画面



開発したシステム②
携帯用サイト

l 会員向け携帯サイトシステム(LANSA for the Web)
【機能】

– セミナー照会検索
– ダウンラインレポート注文

【実現できたこと】
– LANSA for the Webで作成した画面を、既存システム(.NET)の携帯サイ

トメインメニューから連動した。セッション管理等実装



画面の例
セミナー照会検索

会員向けに商品の説明や、フォーデイズのビジネスプログラムの説明を全国で実施し
ており、その開催情報を確認いただくための携帯サイトサービス

.NET(既存システム) LANSA for the Webにて新規開発



画面の例
ダウンレポート注文

.NET(既存システム)

LANSA for the Webにて新規開発

.NET(既存システム)

会員向けに、紹介した友人の状況や当月の購入実績等のダウンレポートを注文する
ための携帯サイトサービス



開発して解ったこと

l一回経験したことは、二回目では.NETより、遥かに
速く目的のものが得られるようになる

l問題は、一回目の情報収集。LJからうまく情報引き
出すことが大切

lWindows環境だけで、LANSAの開発が可能

l但し、Windows系のアクセスに制約がある
– データベースアクセスに制約、.NETとDLLのやりとりなど

➔V12に期待
– Viewのロード、クラスライブラリの提供など



今後の展開

l一度会員にWebで情報提供をはじめると

– 止めることができない

– 最新の情報をタイムリーにWebでもお届けする義務

➔更なるWebでのサービスの充実

lユーザーの高い年齢層を意識した、サイトの提供

l販売関連のシステムは状況の変化に即応しなければ
ならない

➔効率的なシステム開発と保守を目指す



開発秘話
～ Windows系開発者のつぶやき～

l 自分は、ASP.NET、Perl、PHP等のWEBプログラミング経験があるが、なぜここにきて
LANSAなのか？.NETのほうが実績もあり、開発工数もそれほどかからないはず

→実際、開発を終えて時間はそれなりにかかったが、もしもう一度同じものを作ろうとした場合、
LANSAが一番早いと感じてしまった

l 集合研修に参加させてもらったが、まったくのLANSA素人（自分）が研修だけですぐに開発
結果を出すのはまず不可能

→今後、LJに期待

l 開発に行き詰った際に、WEBや書籍での情報収集がほとんどできない。LJへ問い合わせる
も即時回答を頂けないことが多いため完全に行き詰まり、作業を中断せざるを得なかった

→こんなとき、”VisualLANSA 300の技”のような書籍があったら・・・と強く感じました

l SQLServerのテーブルをVisualLANSAへロードする際に、照合順序
が”Japanese_BIN”で作成されていたため、ロードができなかった

→すぐに修正パッチを開発いただきました



開発秘話
～ Windows系開発者のつぶやき②～

l ロードしたSQLServerのテーブルに、アクセス経路が使用できなかった。つまり、ロードした
テーブルの結合SQLが書けないため、単体テーブル毎にデータアクセス

→V12でViewのロードが可能となるため、この問題も解消するはず

l SQLServerのストアドプロシージャをLANSAから直接呼ぶことができない。もし呼ぶこと
ができれば、大幅にWindows系システムとのアクセス制約が解消されるはずです

→今回は、.NETで作成したEXEをキックすることにより、ストアドプロシージャを呼ぶ仕組みにし
ました

l メール送信の仕組みがLANSAにはない？

→ “ない”といったら語弊になるかもしれませんが、簡単に利用できる仕組みはなし。WEB系の

アプリケーションを作成する上で、注文確定後や情報変更後に完了メールを送信するのは当
然で、この仕組みを 今回は、.SQLServer（2005）の機能を使用して実装しました。

l LANSA for the Webの開発は非常に簡単だが、WEBサイト開発には優しくない

→コンパイルの都度、HTMLが自動生成されるため、WEBエディタで記載したHTMLは必ず別
ファイルに保存し、コンパイル後に調整するようにしました
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