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株式会社シューマート

本社

〒381-2280 長野県長野市稲里町中氷鉋458番地

資本金 4950万円

代表者 代表取締役 霜田清

創業 明治30(1897)年 (当時は履物の卸売業)

設立 昭和46(1971)年12月4日(５社合併によりシューマート誕生)

事業内容

・靴大型専門店チェーンの展開、運営
・靴履物の開発、輸入
・インターネット通信販売

店舗数 ３６店舗

（長野１７店舗、群馬６店舗、山梨３店舗、新潟４店舗、栃木３店舗、茨城３店舗）

※楽天ショップ、YAHOOショップ

売上高 121億4000万円（2015年度）

従業員数 ６５０名(社員１７０名、パート・アルバイト４８０名) ※１６年７月現在

（４店舗）

（３店舗）

（３店舗）

（３店舗）

（６店舗）

（１７店舗）



会社の紹介



靴のサイズについて



靴のサイズについて



靴のサイズについて



靴のサイズについて

詳しい情報は

http://www.shoemart.co.jp/feature/460/

実は多くの人が、大きいサイズの靴を履いています。

サイズの合わない靴を履くと、肩こりや腰痛の原因になります。

シューマートに来店していただければ、資格を持ったシューフィッターが、
正しいサイズを計測する事ができます。



靴ひもの、ほどけにくい結び方
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大きな悩み

•現行システムへの不安
データー桁数の不足

グリーンスクリーン画面での入出力では、効率も悪いし、表現力も乏しい。
マルチデバイス環境に対応できない

必要なデータがあった場合、 ACCESS、EXCELでデータを切り出している。

ACCESSやEXCELが乱立、似たデータも増え、効率も悪いし、各データ間の不整
合の原因にもなる。

 やりたい事は、どんどん、増えてくる
 業務も変わる
 ITの環境変化が速すぎて、身につく前に新たな技術が発生する
 社内で、企画・運用。
開発・保守は外部という手法では時間とコストがかかりすぎる

変化に迅速に対応できる体制が必要



どうすればいいのか

システムのスピードアップ

調査・企画・保守・簡単な開発は 社内
大きな開発は 協力会社

この体制は維持

言語・ツールの一元化

スクラッチ開発
ツールでの開発

データ検索システムを
もしつくるとしたら

フルスクラッチ ６００万
Ａツール ３００万
Ｂツール ３００万

ＬＡＮＳＡ ？？？万

調査しなかった



LANSAを採用した理由
• C/S, Web, SmartDevice, IBM i 等の、期待している、すべての環境のシステムを構築できる

• 開発スキルは概ね３ケ月程度で身につく

• 既存の IBM i のデータをそのまま活用でき、既存RPGシステムと共存できる。

重要な事

縦のデータを横のデータにできる事

スニーカＡ 25.0cm 10

スニーカＡ 25.5cm 20

スニーカＡ 26.0cm 18

スニーカＡ 26.5cm 25

スニーカＡ 25.0cm 25.5cm 26.0cm 26.5cm

10 20 18 25

管理対象のサイズが６０種類以上

• ERP パッケージ カスタマイズが多数発生

•ツール ツールの力では不可（別の開発が必要）



発注業務

巨大ｴｸｾﾙ
（部門D）

巨大ｴｸｾﾙ作成
（ｴｸｾﾙ入力）

一覧表

振分表

印刷する

基幹登録
システムへ入力

仕入先へ
FAX

入力する

送る

・部門毎に別別に整理／運用
・仕入計画との付け合わせ等への活用ができない

再入力が手間
（重複作業）

巨大ｴｸｾﾙ
（部門C）

巨大ｴｸｾﾙ
（部門A）

巨大ｴｸｾﾙ
（部門B）

書類として
ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ

基本全て手入力で大変
（時間が掛かる）

印刷する

送る

入力する



EXCEL!

自由に入力・編集できるが・・・
1. 各部門別に入力項目、表現方法が違う

2. データベース化が困難

3. ２次利用ができない

4. エクセルファイルの中見は担当者しかわからない
5. 次の業務を行う為に、コピー、PIV集計、再入力のあらし
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技術的な課題

•大規模（３００×５０００）の表を、いかにして、パフォー
マンスを犠牲にせずに実現できるか？

• EXCELの自由度を、どこまで、実現し、制限できるか？

•表からの、様々な、データへ、本当にアクセスできるのか？

excelより重いわけにはいかない

ソートと行コピーは必須

マスタだけでなく、店舗振り分け機能なども追加したい



大規模な表



大規模な表

•グリッドを二つに分けた

•グリッド間のデータ連携はテキストファイルで

•グリッド間のイベント連携はオーナパーツで

表１ 表２

二つの表のテキストファイル

オーナーパーツ



EXCELの自由度



EXCELの自由度

•ソート機能はテキストファイルをソートする事によって実現

•行コピーは、行コピー専用のテキストファイルを使用

表１ 表２

テキストファイル

表１ 表２

ソート

表１ 表２

テキストファイル

表１ 表２

KEY

KEY



表からの展開



表からの展開

• LANSA Japan に枠組みを作成依頼



苦労したこと

•コンポーネントとコンポーネントの関係が複雑

•研修で習っていないテクニックが多用された

•当初、考えているより、プログラミング能力が要求された

LANSA Japan からのメッセージ

使用しているテクニック
 Style(Collection)
 Collection Property
 Ancestor
 Common Object
 Scope Application
 UDC

主にOO（オブジェク

ト指向）のテクニッ
クを多用しています
最初のお題にしては

難しすぎたかもしれ
ません。

Google
先生が
いない
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目的

•店頭で、お客様と、お話をしながら、在庫確認を行う。
•別サイズ・別色があるのか？

•バックヤードに確認している間に・・
•購買意欲の衰え

接客時の販売機会損失を防ぐ

•３００台を全店舗で３か月以内に導入

調査・企画・保守・簡単な開発は 社内

大きな開発は 協力会社
この体制は維持



株式会社 アイネット様に開発委託



株式会社 アイネット様に開発委託
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•とっつきやすかった

•研修の時はよくわからなかった事もあった

•わかり始めると楽しくなってきた

•悩み（縦横）の解決ができた。

•やり方が、いろいろあって、どれが正解かわからない。

•インターネット上などに情報がない

•プロジェクトサポートや、ホットラインが必須

ＧＵＩ環境を作成するには
最高のツールだと思う


