No

1

2

3

事例一覧

顧客管理

物件管理

販促分析

内

目

容

顧客・案件

顧客・物件

営業実績

的

情報の共有化、顧客ごとの案件履歴情報

主な入出力

顧客情報登録～入金管理

メ

モ

弊社内で運用

使用していたパッケージは高く、使い勝手が悪くカスタマイ 公共施設・事務所等リフォーム

ユーザー数：15人

ズと保守が十分でなかったため、必要最小限の機能と使い勝 見積もり～入金管理

AccessDB

手を重視したリニューアル版をオーダーメード開発
外資系社内のデータベースにアクセスするのが困難だったた CSV・Excelデータの取込み

AccessDB（2007年）→

め、情報の抽出や分析をツール化

MySQL移行（2013年）リニューアル。

分析一覧出力（月次）

※競合：セールスフォース

Webの営業日報登録システム（iPad
等）と連動

使い勝手・レスポンスの悪い旧システムのリニューアル
4

5

営業管理

転職紹介管理

営業日報・基幹データCSV取込み～

ユーザー数：10～20人

各種集計等出力（担当者別・商品別

AccessDB（グループごと運用）

登録者・顧客・案件の関連、登録者に対する案件の条件抽

等）
WebCSVデータ取込み

ユーザー数：12人

出、コンサルタントの進捗状況把握

進捗状況入力

AccessDB

営業日報

営業進捗

使い勝手・メンテナンス性の悪い旧システムのリニューアル 伝票情報を登録、予実状況報告書出力
6

学内予実管理

とメール配信

予算実績

ユーザー数：7人
当初開発2003→
2007ファイル形式コンバージョン済

廃棄物処理施設内の機器情報やメンテナンス状況実績の把握 機器情報～保守施工情報入力～
7

機器管理

予算実績・機器

8

工事管理

工事・報告書

9

尿石報告書作成

分析・報告書

と、今後の予算化

年度状況出力

報告書作成自動化によるルーチン業務軽減と請求料金計算根 項目マスタデータ登録～報告書出力
拠の明確化

（Before・After

報告書の自動化と学会発表用分析データの蓄積

尿石サービスのデータ登録～

ユーザー数：3人

報告書・分析データ出力

AccessDB（当初開発2003）→

施設情報・点検情報登録～

2007ファイル形式コンバージョン済
AccessDB版、SQLServerDB版

点検項目の自動作成化と大量な報告書作成処理の自動化
10 施設点検システム

施設・報告書

写真添付自動作成）

管理者による点検情報の検索、協会としてのひな型システム 報告書出力

全国60社運用、サポートセンターとし

信頼性

て保守継続中
毎年、バージョンアップ

No

事例一覧

11 内職給与計算ソフト

12 社内基幹業務管理

内

目

容

給与計算

経理・営業

的

Excelによる給与計算関連業務の軽減化

人事

内職検品登録～月締め給与自動計算～

メ

モ

AccessDB（スタンドアロン）

給与明細書・金種一覧表出力
すべての業務が紙ベースで行われていたため、社内全体の業 会計ソフトデータ取込み～各種データ

SQLServer、ADP形式

務軽減化、会計ソフトとの連動

追加（人事・契約書管理）機能開発続

入力～伝票・一覧・請求書等出力

案件管理、監修管理
給与査定のための考課に特化したシステム、1年に1回の業

13 人事考課システム

主な入出力

行中
社員配布用Excelの入出力

外部向けWebシステムと連動
AccessDB（スタンドアロン）

務。（Excelの煩雑なツールからリニューアル）
使い勝手の悪いパッケージソフトからリニューアル、備考欄 全てをExcelへの出力（イレギュラーに ユーザー数：6人

14 クライアント管理システム
顧客・売上・仕入

15 仕訳データ変換ツール 経理仕訳伝票

16 社内信販管理システム 経理信販

17 備品管理システム

在庫

18 JOB管理システム

案件管理

の充実、シンプルな画面遷移

も対応するため）伝票・集計表等

会計ソフトの移行による、仕訳データ作成ツール

確認用Excel一覧、SQL文テキスト生成 AccessDB（スタンドアロン）

過去15年分の大量なデータを新会計ソフト移行用ツール

機能

社内信販の入金データや引き落としデータの管理を、Excel

確認用Excel一覧、ファームバンキング AccessDB（スタンドアロン）

からリニューアル、コンビニ振込伝票等も対応

用CSV、仕訳データ帳票

学園内の管理されていなかった備品・在庫確認ツール

基幹のテキストデータインポート～確

学園基幹システムのデータ確認をスムーズに行えるように

認用Excel一覧

バーコード対応
担当者ごとの案件・売上集計、売掛・買掛集計表出力対応

案件登録、売上、原価、経費、得意

2011年、開発AccessDB→2012年、

シンプルなユーザーインターフェイスの考慮

先、仕入先

SQLServer移行

運用フローの改善と、申請情報の共有化・データ保持機能

手帳発行～市区町村別統計Excel出力

他：ドナー管理システム（4支部で運用

19 手帳申請管理システム 審査進捗管理

20 会員管理システム

財団所属の会員管理

VB.net開発、SQLServer

中）
Excelでの管理で煩雑になっていた、法人基本情報、法人に

検索結果一覧～年間会費請求書～資格

SQLServer
ユーザー数：5人

ひもづく事業所、資格者情報とそれらの各種履歴情報の保

者名簿出力等

AccessDB

持・参照機能や共有化

No

事例一覧

21 相談業務システム

22 顧客管理

23 DM管理システム

24 セミナー参加者管理

25 OB管理システム

26 訪問診療記録書作成

内

報告書出力
情報共有
問い合せ対応管理

的

主な入出力

メ

手書きやExcelによる管理で、手作業による4半期ごとの集計 集計結果Excel出力～相談情報個票～検 ユーザー数：7人
をデータベース化することにより、ボタンひとつで出力

索結果一覧出力

AccessDB

（シンクライアント）

弥生販売システムの顧客データとの連動・不足情報の追加～ 検索結果一覧

ユーザー数：10人

問い合せ対応履歴の共有化

AccessDB
会員情報各種情報取込

ユーザー数：管理者

各種テキストファイルの取込み～データ変換～

DM用検索とExcel出力

AccessDB

化
リニューアル

顧客検索一覧、宛名差込用Excel出力

ユーザー数：5人

Access97→年度ごとのセミナーを簡単にメンテナンス可能

セミナー参加状況集計表

AccessDB

に
リニューアル

セミナー参加者のExcelの取込み機能

ユーザー数：6人

OBリスト活用

Access2007→使い勝手をよく、メンテナンス性を重視

OBや組織への営業用検索機能を充実

AccessDB

特養訪問診療の

レセプトシステムのDBから出力されたCSVを取込み

CSV取込み

Access（スタンドアロン）

月次報告書作成

報告書のテンプレートに自動生成させる

報告書Excel出力

Access2003からリニューアル

利用者のマスタ情報登録

VB.net開発、SQLServer

特養における諸職種の連絡事項の共有化、

連続するデータの登録

4拠点、各DBにて2013/8より運用開始

利用者についての気付きの共有化と情報の活用

気付きについての登録、利用者への計

財団のDM管理

セミナー参加状況

気付きの情報管理

相談情報管理

29 信販契約管理システム 金融事務管理

Access2000からリニューアル

顧客（利用者）の基本情報と相談内容

ユーザー数：4人

市が運営している地域のケアプラザの相談情報の共有化

の登録

AccessDB

市への報告情報入出力簡素化

各集計区分の登録とその集計出力

Excelで管理して煩雑になっていた

販売店の基本情報と契約情報の登録

ユーザー数：2人

顧客（販売店）の金融代行についての情報管理

契約内容・顧客情報の登録

AccessDB

月単位の報告書出力の簡素化

銀行との振替データ入出力
販売店への報告書出力

工場における業務理解度の進捗状況を把握し、情報を共有化 部署、担当者、履修項目マスタの登録
30 業務理解度管理システム業務理解度進捗管理

5～6人

法人内のDM作成用データ出力、検索機能の充実と一元管理

画との連動

28 顧客管理システム

モ

リニューアル

ツール

27 気付きDBシステム

目

容

する

理解度判定・評価の入力

理解度の進捗をビジュアル表現し、理解度進捗の助けとする 集計表の出力
履修項目に対する回答表示

3拠点で各AccessDB

