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当社の紹介

• 1961年創業

• システムキッチン・洗面化粧台の開発製造

• 株式会社ノーリツ 生産系グループ会社

• 所在地 群馬県前橋市（赤城山のふもと）

• 資本金２２百万、年商約５０億、従業員数１５２名

• URL http://www.kanto-s.co.jp/



製品のご紹介

• (株)ノーリツ

システムキッチン２シリーズ

JUSTキッチン
（間口10mm毎のラインナップ）

洗面化粧台３シリーズ

• 外販

ミサワホーム様、永大産業様、
サンワカンパニー様



ＪＵＳＴキッチン



当社の製造の特徴

• KPS生産方式（トヨタ生産方式）

• 完全邸別生産

• JIT生産

• 内製化生産
（扉・木部材・人工大理石天板・梱包材）

• 多品種混合生産
（SK・WF量産品で７０万品目）

• 短納期
（N+1～6日で出荷）



ＪＵＳＴが出来上がるまで



ＪＵＳＴが出来上がるまで



ＪＵＳＴが出来上がるまで





ＪＵＳＴが出来上がるまで



ＫＳ－Ｖ(Kanto Sangyo‐Victory）プラン

•開発計画
何を・いつまでに・どのようにして

•どのようにして？
ツールが必要？

LANSA の導入

開発人員を増員

ＮＯＲＩＴＺの3か年計画と共に、経営者からの指示により計画



二つのテーマ

• BOMと原価

経営指標の改革・視える化

•検査品質の向上

検査工程上の品質不良の撲滅

共通：新製品対応（大量・短納期）



ＢＯＭと原価



今までの問題点

使用可能ユーザ１名を想定した設計
1. 登録・原価計算・大量照会を行うため
2. IBM I のデータをPC(excel)にダウンロード・アップロードを多用
3. 照会機能貧弱・ファイルロック頻発・ワークファイル激増

業務運用面での難易度の高い設計
1. 意味有レベル階層
2. 製品内製化時点の制約発生
3. 逃げ道運用

意味有レベル
０＝製品
４＝材料

構成が変わると（例：中間部品が増えると、対処ができなくなる）



今までの問題点

（原価）標準原価と生産効率・工数分類・工数見直し

製造部の成果指標として使用できない仕組み
1. 工数を秒単位で登録
2. 各工数を「分類」で部位別に積上
3. 生産効率 ＝ 実投入工数 ÷ 基準工数

甘めに設定
標準原価と
P/Lが乖離

見直す？ わからない

前年・前月比のみの指標
P/L と連動しない

前年・前月比のみの指標
P/L と連動しない何もできない

量が多い



解決策（こうしたい）

新製品登録の短納期対応（自動化・省人化）

マルチユーザ対応

新原価基準での工数積み上げ（部位別→作業別）

構造はシンプルに

随時、工数見直しできるように

照会系は一般ユーザーにも積極公開
（GUIツリービュー・大量展開・逆展開）

ＢＯＭシステムの刷新



なぜ、今までできなかったか？

•システム制約
開発リソースの確保

マスタ切り直しの工数（影響範囲の調査・コンパイルのタイミング）

保有システムのマルチユーザー対応、GUI化の可能性

•運用面
登録工数の見直し（製造部の抵抗）

成果指標の見直し（製造部の抵抗）

大量メンテナンスのPCスキル



できなかったものを「できる」にした手段

• 原価管理部門への働きかけ（理解者・協力者の拡大）

• 見直しできない理由を解決（直観的数値での管理・視える化・登録の見直し）

あるべき姿 問題 金

現場
変えたくない

管理指標の
視点を変更

変わる
管理部門
変えたい

評価基準の
明確化

１番目にしたこと：共通認識を視える化

２番目にしたこと：味方を増やす

 全体開発計画の立案
人（SEの確保）・物（インフラ・LANSA)・金（人、インフラ、LANSA）の確保

 経営者が必要とする定量的な管理指標（ものさし）の確認
（生産効率→1人当たり定時内生産台数）



こうなった！

• 品目照会・保守



こうなった！

• BOM照会



こうなった！

• 原価シミュレーション（分レート・不良率etc）



検査品質



今までの問題点

Excelオートシェイプを使用した 手作りの 検査表を使用

マスタ不整合、訂正版の本番未反映、ごみファイル肥大化

新製品時作成工数不足（Excelブック同時編集問題）

横展開（LR反転・JUST間口変更）も単体作成

検査項目非管理、チェック機能なし、訂正漏れ頻発による品質不良発生

品目ー検査書検索ができない。（ユーザーが事前確認できない）



解決策（こうしたい）

作成工数の削減、負荷緩和。

設計変更時の反映漏れを必ず防ぐ

品目と１：ｎで検査書を紐づける

軽微な横展開（LR反転、間口延長）のコピー機能。

生成後の画像データはシステム内管理する。

作業チェックポイント（寸法、要注意部材、作業の勘
所）はすべてマスター化する。

履歴保管

検査書起点の逆引き検索を実装する

検査項目を一覧化する



なぜ、今までできなかったか？

• あるべき姿を描けなかった（理想が高すぎる）

• あるべき姿と実際量のギャップに根負け

• 当事者の意識が低い（だれがやるの？）

• 業務要件再定義の難易度

• システム的な実現方法（アイデア）にたどり着かなかった

LANSAフォーラム2014で遭遇した「Visio連携」の事例を見て

「これなら、いける！！」 このアイデアで問題解決に向けた
構想検討が一気に加速



LANSAでMS-Visioの操作

LANSAで工程管理システムができる・・・かも

INVOKE METHOD(#vsoApp.Documents.Add) FILENAME(‘’) ADD_RETVAL(#vsoIVDocument)

#vsoIVDocument.Application.Windows<#vsoIVDocument.Index>.Activate)

SET_REF COM(#vsoIVPage) TO(#vsoApp.ActivePage)



こうなった！

検査書がＤＢ化されていない
（品目＝ファイル名）

品目と 1:n で紐づけできるよう
ＤＢ化

コピーできるようなものも
その都度作成

横展開（ＬＲ反転・間口延長）
コピー機能

ＥＸＣＥＬのシートと
表示用 JPGファイルを
共有フォルダーに置く

画像データを
システム内で管理



こうなった！

検査書が作成されていなくても
生産が可能

（事前チェックができない）

品目に対しての
検査書未登録ロジックを実装

検査項目が属人化されていた 検査項目をマスター化

検査書から品目を
検索できなかった。

検査書起点の逆引検索を実装

・

品

・

横

・

生

・

品

・

検

・

検

・

マ

・

マ



こうなった！

品目（検査書）照会は
一単位での保守・照会

一覧での保守・照会機能を実装

品目・検査書に
改定情報がない

タイムスタンプ・更新ユーザ等
レコード更新情報を付加

• 検査品質向上 月3件ほどの検査不良が、ほぼゼロ

• 作成工数 1／２程度

• 未登録撲滅



検査書 作成・保守



期間と工数

マスタ作成 原価計算 検査表

2014-1Q ～ 2014-3Q 2014-4Q 2015-1Q

一人体制
（研修込） ＳＥ２名

二名追加
ﾕﾆｵﾝｼｽﾃﾑ
（ＰＧＭ）

ＳＥ２名

一名体制
ﾕﾆｵﾝｼｽﾃﾑ
（ＰＧＭ）



LANSAへの評価

• 初期投資はかかるが、
プロジェクトサポート・テクニカルサポート等の
アフターフォローが充実

• 生産性の高さはセールストーク通り

• 旧システムを平行稼働させながらの新機能開発

システム開発体制として

① 理解のある経営者
② 無理難題をふっかけるプロマネ
③ 果敢に取り組む優秀なSE・PG



これからの予定

•KS-Vプラン完遂
•現在２年目（あと１年）

しかし 終わらない 改革
ご清聴ありがとうございました


