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武蔵野会社概要 
■ 会 社 概 要 

社  名 株式会社 武蔵野 

創  業 1956年 

創  立 1964年 

創 業 者 藤本 寅雄 

役  員 

代表取締役 小山 昇 

常務取締役 矢島 茂人 

常務取締役 清岡 照比古 

監査役    滝石 洋子 

従 業 員 360名 

資 本 金 9千9百万円 

事 業 内 
容 

1．地域密着事業 

武蔵野地域を中心とした、オフィス／店舗／家庭の環境向上を目的としたレンタル商品の取り扱い、 

環境クリーニングサービス、各種飲料のお届け 

2．広域事業 

ボイスメール、インターネット 

  

3．ビジネスモデル公開事業 

武蔵野の経営の仕組みを「経営の動くショールーム」として紹介する経営サポート事業 

本社所
在地 

〒184-0011 小金井市東町4-33-8 

取 引 銀 
行 

みずほ銀行小金井支店 

三菱東京UFJ銀行新宿中央支店 

東日本銀行新小金井支店 

商工中金渋谷支店 

りそな銀行吉祥寺支店 

昭和信用金庫東小金井支店 

多摩中央信用金庫小金井支店 



事業紹介 

事業は、大別して４分類。 
①ダスキンクリーンサービス事業 
 （清掃用品レンタル） 
②ダスキンケア事業 
   （専門清掃・家事代行・害虫駆除） 
③ダスキンホームインステッド事業 
 （公的介護保険を伴わない高齢者サービス） 
④経営サポート事業 
 （中小企業の経営品質改善のお役立ち） 



事 務 所 案 内 

□小金井市 
 本社 
 サーヴ小金井 
 小金井センター 
 サービスマスター小金井 
 メリーメイド東 
 ターミニックス 
□武蔵野市 
 第3支店 
 ホームインステッド武蔵野 
 武蔵野センター 
   吉祥寺センター 
 吉祥寺セミナールーム 
□三鷹市 
 ホームインステッド三鷹 
□杉並区 
 ホームインステッド西荻窪 

□西東京市 
 第２支店 
 スプラッシュウォーター 
 メンテナンス 
□府中市 
 ホームインステッド府中 
□国分寺市 
 ホームインステッド国分寺 
 サーヴ国分寺 
□立川市 
 ホームインステッド立川 
 立川センター 
 メリーメイド西 
 サービスマスター立川 
  



■ 沿 革 

1956 武蔵野市に「ふじ薬局」を開業 

1964 
 

日本サービスマーチャンダイザー株式会社を設
立 

株式会社ダスキンの東京での第一号加盟店と
して契約 
ダスキンムサシノとして活動  

1966 創業者、ダスキン関東加盟店会会長に就任 

1972 
ダスキンの業務用向け商品を主力とした株式
会社ダスキン城西を設立  

1977 

日本で最初のオフィスコーヒーサービスのダイ
オーズOCSチェーンに加盟店として契約 
OCSムサシノを設立し、オフィスコーヒーサービ
スを開始  

1984 サービスマスター事業部を開始 

1987 
日本サービスマーチャンダイザー株式会社と株
式会社ダスキン城西は合併 
社名を株式会社武蔵野に変更 

1988 
ホテル向けコーヒーシステムの Do Cafe 事業部
を開始 

1993 あかり事業部を開始 

1994 ターミニックス事業部を開始 

■ 沿 革 

1995 マルチメディア事業部を開始 

1996 メリーメイド事業部を開始 

1997 
 

エブリネット事業部を開始 
環境事業部を開始 
インターネット事業開始  

1999 電子メッセージング協会会長賞受賞 

2000 日本経営品質賞（中小企業部門）受賞 

2001 
 
 

経営サポート事業部を開始 
エコ事業部を開始 
情報化月間 情報化促進貢献企業表彰 
「経済産業大臣表彰」拝受  

2002 ITコーディネータ協会 ITコーディネータグランドファザー任命 

2003 
ホームインステッド事業開始  
平成15年特別奨励賞受賞  

2005 IT経営百選最優秀賞受賞 

2010 日本経営品質賞（中小企業部門）受賞 2回目 

2012 就活アワード受賞 



システム部の体制 

• システム部門 3名 
– 社内インフラ保守要員 １名 

– 情報系システム(VB、ASP)保守要員 １名 

– 基幹システム(RPG、CL、DB2)保守要員 １名 

 

• 各システム仕様は担当者のみが精通 

 

• 人事異動が多く、今後は専門性より汎用性が
重要になってくる 

 



システムの歴史 
年 内容 

1980年 System 36 

1990年 
 

AS400 

1993年 Windows3.1 

2005年 Windows Server 2003 

2008年 System i5 

2010年 Windows Server 2008 



データ交換 Eラーニング 

システム構成 

DB2/400 Oracle 
MS  

SQLServer 
MySQL 

組織員
データ 

Eラーニ
ング 

精算 
データ 

組織員
データ 

売上
データ 

5250 
(RPG) 

Web 
(ASP) 

Web 
(PHP) 

ﾀﾞｽｷﾝ様 
ﾃﾞｰﾀ交換 

組織員
データ Eラーニ

ング 

Eラーニ
ング 

Eラーニ
ング 

基幹システム 組織員登録 

DB 

ﾀﾞｽｷﾝ様ｼｽﾃﾑ 

データ転送 



システムの課題 
必要機能ごとに… 

 各担当者によって… 

  構築、保守されてきたシステム 

 

 

 システムの属人化による、将来的なシステム保守への懸念 

 開発環境とデータベースの分散化による、基幹系と情報系の連携不足 

 新機能開発に伴う、更なる属人化、分散化への懸念 

その結果 

なんとかしなければ… 

皆が使えて、引き継げるスキルが必要 
開発環境とデータベースの統合が必要 



LANSA導入の経緯 

Avayaの電話機導入に伴い、CTIアプリケーションの新規開
発案件が発生 

CTIだけでなく、現状の課題にも対応できる開発手法を探し
ていたとき、 WebサイトからLANSAを発見 

「LANSA体験コース」を受講し、CTIの開発と現状の課題
に対応できる製品であることを実感 

LANSA JapanとのQ&Aを経て、LANSAの採用を決定 



LANSAで目指したこと 

皆が使えて、引き継げるスキルが必要 

⇨『LANSAを社内の共通スキルに』 
• RPGとVBの両開発者が理解できるDBとPGMテクニック 

• 初級テクニックが解り易いので、OJTで後任者を育成できる 

• 将来の新技術には、LANSAの機能拡張で対応していける 

 

開発環境とデータベースの統合が必要 

⇨『LANSAで開発環境とデータベースを統合』 
• 5250、GUI、WEBを開発できるVisual LANSA開発環境 

• IBM iをDBサーバにしたGUI、WEBアプリを作成し、アプリケー
ションのデータベースを、段階的にIBM iに統合していく 

 

 



開発対象のシステム 

• 武蔵野の全ての電話受付の窓口業務 

• ダスキン、経営サポート、その他全てのお客様に
対応 

• 専属のオペレータは6名 

• 5250画面で情報照会、問合せ入力を処理し
ている 

 

 
DB2/400 

コース情
報 

顧客 
情報 

5250 
(RPG) 

基幹システム 

コールセンターシステム 

新規システムはAvayaとIBM iの連携が必要 



いままでのコールセンター 

[顧客検索] 
 

電話 ______ 
カナ ______ 
住所 ______ 

 [顧客一覧] 
 

_ AAAAA AAAAAAA AA 
_ BBBBB BBBBBBB BB 
_ CCCCC CCCCCCCC CC 
_ DDDDD DDDDDD DD 
_ EEEEEE EEEEEEE  EE 
_ FFFFFF FFFFFFFF FF 

顧客情報照会 売上情報照会 納品状況照会 

お電話番号は？ 

お名前は？ 

ご住所は？ 

ご用件は何でしょう？ 
只今お調べいたします。 

お客様 
もしもし 



AVAYAと連携した仕組み 

StationLink SDK 

TSAPIライブラリ 
Csta32.dll 
ATTPRV32.dll 

ユーザーアプリケーション 

メソッド／プロパティ 
確認イベント コールイベント 

TSAPI 

CTI クライアント 

CTI Client 

ActiveX 

AVAYAのActiveXを組み込こん
で、LANSAでCTIクライアン
トのアプリケーションを作成し
ました 



新しいコールセンター 

お電話ありがとうございます。 

お客様 
もしもし 

お電話番号は？ 

お名前は？ 

ご用件は何でしょう？ 
只今お調べいたします。 

検索結果一覧 

売上情報 

納品情報 

顧客情報 



お客様ごとにタブを作成し、 
同時閲覧と、対応終了後の
内容見直しを可能にした 

開発した画面例 



登録済み番号は、
ポップアップから選
択可能にした 

開発した画面例 



柔軟な検索条件の追加 

アイコンで状況を分か
りやすく表示 

開発した画面例 



定例句をポップアップから 
挿入可能にし、入力処理を 
速くできるようにした 

開発した画面例 



CTIから検索結果が見つからない場
合や、CTIが停止した場合のために、 
通常のKeyコード検索も併設 

開発した画面例 



お客様に、自社の事業
所への道案内が出来る
ように、Google Map
で地図を照会 

開発した画面例 



ASPで作られた問い合
わせ照会のWEBサイト
も同時使用可能 



現場の様子 

CTI 
基幹

5250 



コールセンタースタッフの声 

・オフコンでは3画面で見ていたものが、1画面 

で全ての情報が見れるようになり、操作が楽に 

なった。 

・お客様情報がすぐに分かるため、電話の内容が 

理解しやすくなった。 

・オフコンでは新しいお客様の度に、画面を切り替 

えていたため、対応結果を見直すことが面倒だっ 

たが、新しい画面は結果をタブとして残せるため、 

後から見直すことが出来るのが良い。 

 

＊良かったこと 



 

・残しているタブから、別のお客様にリダイアルし
てしまうことがあり、操作に注意が必要。 

・CTIの機能の動作不良があり、直して欲しい。 

コールセンタースタッフの声 

＊改善点、注意点 



本番リリースまでの流れ 
2011/4 5 6 7 

研修(2.5日) 

開発(24人日 ) 

本番環境作成(2日) 

本番リリース(7/27) 

プログラム  20本(画面 10本、内部コントロール 10本) 
ファイル    30本(9割は外部ファイルのロードで定義) 
開発工数  24人日(CTIクライアントの開発に半分程度消費) 
LJ開発支援  4日(お客様先でのQ&A対応) 

G
W 

セットアップ(4/5) 

1人日/PGM１本の生産性で開発し、迅速なリリース
ができました。 



迅速リリースの理由 

• 機能をシンプルに提供 
– CTI機能を提供することに注力 

– 必要な機能を早く提供することが大事 

 

• Visual LANSA Frameworkの採用 
– フレームワークの機能を活用し、開発工数の大幅削減 

– VLFなら、2次開発以降の機能追加も容易に行える 

 

• 研修の中で、プログラムを作成 
– 画面デザイン、DB I/Oコマンドなどの必須テクニックのみで開発に着手 

– 自社DBを使用した研修で、業務使用可能なサンプルを作成していった 



LANSAを使った感想 

・他のWindows言語と比べて、画面とロジックの 

 つながりが感覚的に理解できて開発し易い。 

・PCから基幹DBへの接続が非常に簡単で、解り 

 易い。 

・一つの言語で、PC上とサーバ側のプログラムを作 

 成できたので、5250、WEBも開発できるという 

 気持ちが持てた。 

 

＊良かったこと 



 

・エラーの原因調査が難しい。(ログがIBM iに落
ちる) 

・本番環境への移行が複雑で難しい。(PCとIBM 
iの両方が必要) 

・今まで、開発経験が無いため、LANSAと言えど 

 も、データベースとプログラムの学習には苦労した。
※システム開発のための前提知識が必要 

LANSAを使った感想 

＊改善点、注意点 



課題解決への評価 
皆が使えて、引き継げるスキルが必要 

⇨3名が同じスキルで、GUIアプリケーションを作成
することができ、共通化の一歩を踏み出せた。 

⇨今後、共通化を促進するために、LANSAの理解
をより深めて、後任者を育成していく必要を感じた。 

 

開発環境とデータベースの統合が必要 

⇨IBM iと連携したGUIアプリケーションの構築によ
り、データベース分散化の懸念を解消できた。 

⇨ファイルデータ参照や、ログの調査など、LANSA
以外の環境(IBM i)の知識も必要であることを実
感した。 

 



現在進行している開発 

1. 基幹5250システムを、VLFに置き換えています 

 

2. 組み込み関数 Transform_List を使用した、
IBM iからのデータ・ダウンロードの仕組みを構築し
ています 

 

3. ASPで作成されたWebアプリを、IBM iをDBサー
バとしたWAMで再構築しています 

 



データ交換 Eラーニング 

システムの近い将来像 

DB2/400 Oracle MySQL 

Eラーニ
ング 

精算 
データ 

組織員
データ 

売上
データ 

Web 
(ASP) WAM 

Web 
(PHP) 

ﾀﾞｽｷﾝ様 
ﾃﾞｰﾀ交換 

Eラーニ
ング 

Eラーニ
ング 

Eラーニ
ング 

基幹システム 組織員登録 

DB 

ﾀﾞｽｷﾝ様ｼｽﾃﾑ 

Long 
Range 

営業日報 

5250 
(RPG) 
Form 
(VLF) 

5250 
(RPG) 

既存の置き換えと、新規アプリの追加を目指します。 



ご清聴ありがとうございました 


