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会社概要

⚫社名：株式会社武蔵野

⚫本社：東京都小金井市東町4-33-8

⚫代表取締役 小山 昇

⚫従業員：887名

⚫主な事業：

⚫地域密着：ダスキン事業

⚫全国展開：経営サポート事業

インターネット事業

ボイスメール事業



近年の業績

⚫ダスキン事業

⚫地域シェア 85%

⚫成長率 103%

⚫経営サポート事業

⚫経営品質賞 2度受賞

⚫成長率 125%
2010年度の受賞以降、高い成長率を達成しています



システムの歴史

年

1980 System 36 5250画面(RPG)

1990 AS/400

2008 AS/400 (V6R1)

2012 CTIシステム (VLF)

2014 ダスキン精算・棚卸システム (LongRange)

2015 スマート人事 (WAM)

2016 AS/400 (V7R2) 経営サポートシステム (VLF, WAM, LongRange)

2017 伝票レスシステム (LongRange)

2018 Ver14SP2カットオーバー予定
iPadPro700台切替え

事業成長に伴いシステムの運用管理の負担が増加。
基幹システムの見直しを契機に2011年にLANSAを採用し、
システムのモダナイゼーションを継続してきました。



会社の課題

⚫事業成長による課題
⚫ コール問い合わせ件数の増加

⚫ 従業員(パート、アルバイト含む)の増加

⚫ 業務内容の複雑化、業務量の増加

→ 作業効率を改善し一人あたりの対応件数を増やす

→ 誰でも使えるシステムを構築し属人性を排除する

⚫社会環境による課題
⚫ 労働環境の意識変革

⚫ 人材確保のための業務改革

→ 働きやすい職場づくりのために残業を削減する

⚫ システム技術者人材確保の課題

課題解決のため、ITを積極的に活用する



武蔵野の考えるITとは

⚫お客様とはアナログにバックヤードはデジタルに
社内システムは徹底的にIT化して時間短縮し、

生じた時間をお客様のために使用する

⚫全社員が使えるITシステムであること
高度すぎるITシステムは不要、

全社員が使用できるITシステムこそが効率的

⚫スピード感のあるIT
ITシステムはスピーディにスモールスタートし、

修正しながら使用していく



これまでの取り組み
⚫ ダスキン精算・棚卸(2014)⚫ CTIシステム(2012)

⚫ スマート人事(2015) ⚫ 営業サポート機能拡張(2017)

✓ コール受付業務の効率アップ
✓ 属人性の排除
✓ システム開発基盤の構築

✓ 営業マンのサービス効率アップ
✓ 残業時間の削減
✓ 新規顧客への訪問数増加

✓ 800名の社員を現場担当者が管理
✓ 総務担当者の負担軽減
✓ Excelとの２重管理の廃止

✓ CTIを拡張し営業サポートをGUI化
✓ タッチパネル、バーコード利用による
入力作業の簡略化



参考資料）CTIシステム
⚫ 課題

⚫ 問い合わせ件数が増加し対応が間に合わない
⚫ 5250画面での顧客管理は照会・入力に限界
⚫ 要員増のために、属人的な操作からの脱却

⚫ 取り組み
⚫ VLFとAvayaを使用してGUIのCTIを構築する

⚫ 効果
⚫ 5250(3画面)の情報を1画面に集約し、照会・応答時間の短縮を実現
⚫ 問い合わせの対応数の増加を実現

⚫ 開発実績
⚫ 開発工数 24人日 (2012年5月～7月)
⚫ プログラム 20本 DBファイル 30本



参考資料）ダスキン精算・棚卸
⚫ 課題

⚫ 納品・回収時の数量変更を、システムに再入力する作業が手間
⚫ システム入力を帰社後に行うため、残業での対応
⚫ 在庫数が即時反映されない

⚫ 取り組み
⚫ LongRangeを使用して顧客先での納品・回収数の変更を可能にする

⚫ 効果
⚫ 帰社後のデータ反映作業が簡略され残業時間が短縮(18人日/月)
⚫ 在庫数も日々反映されるため、月末の棚卸も不要に

⚫ 開発実績
⚫ 設計/開発 2013年11月～2014年2月
⚫ 導入/運用テスト 2014年2月～4月

従来の運用

紙に修正数を入力

帰社後にシステム再入力

新システムの運用

顧客先で、
iPadに修正数を入力

帰社後、サーバーにデータを
アップロードして作業完了



参考資料) スマート人事
⚫ 課題

⚫ 800名の人事管理を１～２名の担当者で行っており負担が増加
⚫ Web(ASP.NET + MSSQL)とExcelで管理しており基幹システムへの再入力が
必要

⚫ 取り組み
⚫ WAMで新しい人事管理のWEBシステムを構築
⚫ 現場責任者に採用、異動、退職の情報を管理させる

⚫ 開発実績
⚫ 開発工数 240人日(2014年9月～2015年3月)
⚫ PGM本数 100本



参考資料）営業サポート機能拡張
⚫ 課題

⚫ 社内システムを完全GUI化し、更なる操作性向上を目指す
⚫ １日数千件の伝票入力作業の作業速度アップ

⚫ 取り組み
⚫ CTIのフレームワークを活用し、改修優先度の高い機能から順次GUIに置き換え
を実施

⚫ 入力デバイスとして大型のタッチパネルモニターと赤外線リーダーを採用

⚫ 効果
⚫ 5250からGUIへモダナイゼーションを完了し、初心者でも作業容易なシステム
へ刷新

⚫ タッチパネル、赤外線リーダーにより、直感的でスピーディな操作を実現し、
作業の生産性を向上

⚫ 開発実績
⚫ 期間 2012年～現在も改修中



これまでの取り組みの結果
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継続して取り組む課題

更なる残業時間の削減！と

業務効率のアップ！
＜販売戦略から人材戦略へ＞

取り組み内容は次の２つ

①伝票レス・システム

②経営サポートLANSA活用



対象とした箇所 その①
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①



①伝票レス・システム

⚫課題
⚫ 2014のダスキン精算システムで納品・回収のデータ修正
処理はシステム化したが、お客様へ渡す伝票は従来通り事
前印刷し手渡ししている

⚫ 1日平均2,000枚以上の伝票の印刷・管理の手間
⚫お客様の依頼変更により、常態的に全体の1/3程度の伝票
修正が必要

⚫伝票の修正処理は営業サポート部門が事後入力

⚫取り組み
⚫顧客伝票の事前印刷の廃止し、納品・回収時に、携帯型プ
リンターでレシートを発行する

⚫ダスキン精算システムと同様に、伝票の修正データも
LongRangeよりアップロード更新する機能を追加



実機とサンプル(画面、伝票)



デモンストレーション



伝票システムの構成

⚫LongRange

⚫PrintAssist

⚫EPSON TM-P20



LongRangeからの印刷

URLScheme
印刷データ

レイアウト
印刷

printassist-x-callback-url://x-callback-url/open?x-
success=longrange://performaction/?param$1=P
RINTED&printer=TM-
P20_000002&width=65&paper・・・・・・・・・・



システム導入に際しての検討事項

⚫ Bluetooth対応プリンターの選定
構想当初に、Wi-Fi対応のプリンターがあったが、オフライン環境で
の使用が前提となるため採用を見送りプロジェクトを一時中断した

⚫プリンターの印刷性能の評価
お客様をお待たせしないため、印刷速度にこだわり性能評価した

⚫スマートデバイスに iPad mini の選定
営業マンの携帯性を配慮し、iPhoneの利用を検討したが、伝票への
出力情報が多かったため、視認性を優先しiPad miniを採用した

⚫システム導入前の入念なユーザー検証
紙伝票よりも手作業が煩雑になることや、印刷エラー時の対応、ユー
ザーからの改善要求に応えるため、一部ユーザーのみで導入検証を実
施している(2017/6 ～ 現在)



導入効果、開発工数

⚫導入効果

⚫バックオフィスでの伝票印刷・管理の削減時間

2秒/1伝票 x 2,000枚 = 4,000秒(約1時間)

⚫伝票修正による再入力作業の削減時間

10秒／修正伝票 x 700枚 = 7,000秒(約2時間)

⚫開発実績

⚫開発期間：2017年1月 ～ 6月

⚫プログラム本数：10本

⚫開発工数：30人日(1.25人日/1Week)



対象とした箇所 その②
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②



②経営サポートLANSA活用

⚫課題
⚫経営サポート事業の急成長による業務量の増加
⚫不特定多数のお客様からの問い合わせへの対応
⚫顧客先での業務が多く社内システムへのアクセスが不便
⚫契約業務の効率化、スピーディー化

⚫取り組み
⚫営業サポートで培ったGUIシステムの開発ノウハウを活か
して、経営サポート向けCTI & GUIシステムを構築する

⚫スマート人事で培ったWEBシステムの開発ノウハウを活
かして、社外からアクセス可能な基幹用WEBシステムを
構築する

⚫ダスキン精算で培ったSmartアプリの開発ノウハウを活
かして、経営サポート向けサイン・システムを構築する



開発したシステム

サイン・システムの利用イメージ
サポート提案時にお客様先で、LongRangeより契約サインを頂き、Create!FormでPDFに変換後、
Integratorで契約書をメール送信する。

新宿DC

Internet
サイン
システム

(LongRange)

LANSA 
Integrator

/IFS

サ
イ
ン

SMTPMailService

お客様

経営サポート用CTI
ダスキン営業サポートで開発したCTIシステム
を横展開し、経営サポート用にカスタマイズ

経営サポート用Web
バックアップ用として設置していた新宿DCの
AS/400を新しくし、社外利用可能に構成し、
データはHAツールで相互同期させて利用。

本社 新宿DC

HAツール

Internet

経営
サポート
(WAM)

経営
サポート
(WAM)

Create!Form



実際の画面 – 経営サポートCTI



実際の画面 – 経営サポートWeb



実際の画面 – サイン・システム



導入効果、開発実績

⚫得られた導入効果

⚫経営サポートシステムのGUI化、WEB化を実現し、
システムの利便性と操作性が向上

⚫受注の決済時間の短縮と成約率が向上

⚫ダスキン営業サポートと経営サポートのシステムの
融和性が改善し、横断的な人事活用の可能性を確保

⚫開発実績

⚫開発期間：2014年9月 ～ 改修中

⚫プログラム本数：160本

⚫開発人数：6名



現在のシステム構成と今後の計画
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現在の画面 － お掃除部門

お掃除事業に特化したVLF完成→ハードコピーを差し込む
介護事業はこれから

お掃除事業／介護事業
CTI

(VLF)
CTI

(VLF)

NEW



現在の画面 － AIへの取り組み



武蔵野がLANSAを使い続ける理由

⚫ 一つのテクニックで、様々なシステムに対応できるため、使用する技術と
業者を都度選定する必要がない

⚫ 一つの環境で、複数のシステムが開発・実行できるため、煩雑なインフラ
環境の管理がいらない

⚫ 同じ技術者が複数システムを担当できるため、自社の業務を理解してもら
える

⚫ 継続的なシステムの改修と拡張が効率的に行える

⚫ （LANSA人口が少なくなっているのがちょっと心配・・・。）

武蔵野の情報システムはITのスペシャリストではないので…

LANSAは基幹システムの
開発・運用に最適なツールです



最新に差し替え

武蔵野セミナーズ



ご清聴ありがとうございました


