
スマートデバイスを使ったピッキン
グシステムと営業支援ツール

株式会社やおきん

株式会社日本テクノ開発



会社概要

社 名 株式会社 やおきん

所 在 地 本社 / 〒130-0003 東京都墨田区横川5-3-2
TEL(03)3622-8903（商品管理・営業）
TEL(03)3622-8935（総務部） FAX(03)5608-7233
八潮営業本部/〒340-0834 埼玉県八潮市大曽根1606-1
TEL(048)997-3003（代） FAX(048)994-1310

創 業 昭和35年4月

会社設立 昭和56年9月

資 本 金 1,000万

代 表 者 代表取締役 角谷昌彦

従業員数 68名

年 商 155億円（平成27年）

事業内容 菓子、食料品の企画・販売。玩具の販売。



商品紹介①



商品紹介②



商品紹介③



導入以前の状況①（営業）

営業：出先からの電話による確認
人気商品や強化販売商品などの在庫状況につい
て出先から受発注課に電話を入れて確認
•繁忙期など電話が繋がりにくかったり、営業対応に時間
がかかり顧客対応の時間が奪われた

営業：休日の客先からの問い合わせ対応
営業が休日の会社に行き、出荷状況の確認や問い合
わせを行う必要があった
• セキュリティ、防犯上の問題

• 時間と手間がとられる



導入以前の状況②（倉庫）

倉庫：ピッキング伝票を持ち運び、倉庫内ピッ
キング
商品ジャンルごとに印刷されたピッキング伝票を持
ちながら、出荷量や大きさによって置き場所が分か
れている倉庫内を移動しピッキングする必要があっ
た。
• 無駄な移動距離・移動時間

帳票と商品を目視でピッキングする作業のために
ピックミスが発生していた。
• 類似名称の商品

• 量目の異なる同一名称商品



採用のポイント

ハードウェアベンダーのベルデータ様よりの紹介

マシンリプレイス時の付加価値

ネイティブアプリをRPGで開発できる為、業務を熟知して
いる既存の開発会社で対応可能

売上在庫管理の基幹システムである「IBM i」のデータ
ベースを直接利用できるため、リアルタイムの受注・売
上・出荷・在庫データを使用できる

BYOD (Bring your own device）利用の為、iOS・
Androidとデバイスを選ばずに実行可能

ピッキングシステムに関しては機材コストの圧縮、汎用性



開発体制

【メーカー】

株式会社 ランサ・ジャパン

株式会社やおきん

【ビジネスパートナー】

株式会社日本テクノ開発

プロジェクトリーダー

K様(受発注課)

テクニカル・ホットラ
イン・サービス

O様
(営業課)

O様
(商品課) PM

開発者(SE)【販売店】

ベル・データ株式会社

S様
(倉庫業務課)



社 名 株式会社 日本テクノ開発

所 在 地 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル5F

設立 1985年4月

代 表 者 代表取締役 長瀬 富士男

従業員数 73名【2016年4月現在】

事業内容
システムインテグレーション、アウトソーシング、コンサルティング、プロダクトサービス

主要取引先

お客様から信頼されるベストパートナー企業を目指し、お客様の真
のニーズに応えられる最適な情報システム環境をご提供致します。

会社案内（ビジネスパートナー）

株式会社やおきん
株式会社資生堂
ヤマト科学株式会社

エーザイ株式会社
武州製薬株式会社
地方自治体 他



会社案内（AS/400の実績）

AS/400技術者15名在籍。
主に販売物流システムの開発・保守に従事。

システム 業種 作業 概要 主要技術

販売物流システム 菓子卸 開発
維持

受注、売上、発注、仕入、在庫管理
仕入先とのEDI
ハンディターミナルによる出荷、棚卸
スマートデバイスによる営業支援、出荷業務

RPGⅢ
FreeFax（自動FAX）
ハンディターミナル（5250エ

ミュレーション）

LongRange

CVS向け供給ベンダー
在庫管理システム

化粧品 開発
維持

売上、在庫、出荷実績、在庫動態、補充、自動
発注、委託料管理
CVSとのEDI

RPGⅢ

販売物流システム 理化学
機器

開発
維持

見積、引合、受注、売上、発注、仕入、在庫、
サービス、売掛、買掛管理
得意先、仕入先とのEDI

RPGLE
EnterpriseServer(CGI)
Wilcomm400
ハンディターミナル（5250エ

ミュレーション）

DR.SUM EA



会社案内（AS/400の実績）

システム 業種 作業 概要 主要技術

リベート計算システム 化粧品 開発 歩率計算／支払額計算
計算結果をWindowsServerWeb照会

RPGⅢ
WindowsServer(IIS）
ASP(odbc接続)

販売物流システム 化粧品 開発
維持

GUIPACKベースで開発されたシステムの保守、
改善
受注、売上、発注、仕入、在庫、売掛管理

RPGⅢ
DR.SUM EA

什器管理システム 化粧品 開発 店舗への什器設置申請・承認、設置指示、設置
管理

RPGⅢ
WindowsServer(IIS）
ASP(odbc接続)

販売店支援システム 理化学
機器

開発
保守

販売店向けBtoBシステム
商品照会／注文入力

RPGLE
EnterpriseServer



AS/400での販売物流システム再構築から
運用保守をご継続いただき16年間のお付き合い

会社案内（やおきん様とのお付き合い）

販売物流システム運用開始
AS/400(V4R2)
ハンディターミナル（在庫）
自動FAX（発注）

2000年

2001年

2004年

2007年
2015年

2002年

2016年

販売物流システム刷新要件定義開始
NetWare、DBMAGICで構築された
システムからAS/400へ切替

販売物流システム運用保守開始

AS/400リプレース
（V5R2）

AS/400リプレース
（V5R3）

システム再構築

AS/400リプレース
（V7R1）

 導入
営業支援機能

 LongRange
ボール出荷機能



開発のポイント

スマートデバイスの特性を考慮した設計
少ないオペレーションでの操作。（文字入力は最低限）

タップでのアクション。（画面展開、絞込み、TEL等・・・）

タップできる大きめのフォントサイズ。（ピンチアウトで拡大不可）

限られた画面サイズで表示を工夫。

• 表示するのは必要最低限。タップで画面展開。色や記号の活用で情
報識別。

画面はスクロールさせるか？１画面に収めるか？

画面は縦表示？横表示？

スマートデバイスならではの機能をいかに活用するか。



開発のポイント



スモールスタートでアジャイル開発
 まずは1つ使いやすい画面を作り、広く展開。

 技術的な問題を１つずつクリア。

＜営業支援ツール 機能追加の遷移＞

1st 2nd 3rd

開発のポイント



アジャイルスタイルでのカスタマイズ
 実際に画面を操作し、真のニーズを把握。

 機能の盛り込み過ぎ、不要な項目表示を抑制。

afterbefore

① 詳細確認したい行を選択

② 展開したいメニューを選択

① 見たい項目をタップで画面展開

開発のポイント



LANSAが提供するサービスの活用
 テクニカル・ホットライン・サービス

• 技術的な課題は、コーディングサンプルを提供してもらい実装。

• コーディングミスとアプリ側不具合の切り分け。

 LongRange RPG API リファレンス

• Web上で提供される多彩なリファレンス（慣れるまでは大変）。

開発のポイント



開発が進むほど生産性が向上
 LR RPG APIなどコーディングに癖があり、最初は苦労した。

 アクションの部品化による再利用が可能。

 １画面のRPGステップ数が約150~800ステップと少ないコーティ
ングで実装可。

開発後の感想

約150ステップ 約800ステップ



開発後の感想

iOSとandroidで画面デザイン、UIの動きが異なる
 表のタイトルの配色、リストボックスの表示動作など。

 OSに依存する不具合、操作性も異なる為、
OS毎の確認作業が必要。
クリティカルな業務の場合、
スマートデバイスの統一が望ましい。



開発後の感想

iOSのバージョンアップに伴うインパクト小
 開発当時、iOS8→9へのアップデートがあったが、システムフォン
ト変更に伴う画面調整のみ。

 更新プログラムの配信も容易。

IBM i

RPG

修正

Update

更新プログラムの確認



開発会社様お問合せ先

株式会社日本テクノ開発

担当：ソリューション事業部 園部、杉山

E-mail：k-sonobe@ntec-net.co.jp
s-sugiyama@ntec-net.co.jp

〒130-0013
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル5F
TEL : 03(3829)6281 FAX : 03(3829)6286
URL : http://www.ntec-net.co.jp/

mailto:k-sonobe@ntec-net.co.jp
mailto:s-sugiyama@ntec-net.co.jp
http://www.ntec-net.co.jp/


今後の予定①

倉庫：
ピッキング後の箱詰め作業、添付書類印刷機能など
の出荷までの業務をシステム化・トレーサビリティ
の向上
箱番バーコードラベルを発行し、複数個口の場合、
どの箱に入れたかまでの情報を取得管理
箱詰め後の重量・写真などの情報管理
添付伝票、送り状Noの管理
営業：
原材料など商品詳細情報の照会

商品画像の照会



今後の予定②

Windows10 PC での活用

RPGをベースとしてPC向けWEB画面の作成

PC操作に不慣れな担当者でも情報照会しやすい
ツールの構築

CUIでは制限のある文字数、画像、記号などを使用
した画面

タッチパネルによる直観的操作









(次ページ Windows10)



(前ページ iOS)



導入効果

リアルタイムでの在庫確認・受注状況確認を
実現
出荷日・到着予定日・配送業者・伝票番号等
をどこでもいつでも確認可能
場所・時間の制約をほとんど受けない
出荷時の作業スピードアップ
現場担当者からのヒアリングでは、ほぼ半
分の作業時間

ピッキングミスの防止
作業者のモチベーションアップ



ありがとう御座いました
株式会社やおきん

株式会社日本テクノ開発


