
導入事例一覧 株式会社ジムコ

番号 種別 業種 テーマ 課題 解決 ユーザー

整理のスピード 登録DBの追加・修正・削除 K考古学研究所

管理項目の追加・修正・削除 大量高速処理の実現 O埋蔵文化財センター

大量写真・図面・文書のファイリング 多ＰＣの共有サーバー接続利用 S研究所

T社よりデータの変換(マイグレーション） 画像変換ツールの開発

ペタバイトレベルの大容量処理 ペタバイトレベルのマルチボリュームファイルの最適化処理

データのバックアップ バックアップ処理

F社データの変換や大量なマイクロフィルム変換 所有するすべての情報の電子化登録変換 A建設

利用ユーザーが多い（1システムで3000台以上） テラバイトレベルの大量ファイリング H建設

全国で利用できる高速性 ブラウザによるどこでも使えるビュアシステム S建設

全社員がすぐに使える操作性 1回の操作講習で実務稼働 K建設

配送伝票のイメージ登録 100倍速DBによる高速処理

1シーズンで100万トランザクション処理 テラレベルの大容量ファイリング

運用を止めることができない システムの二重化による60秒自動復元のノンストップ運用

台帳と書式の多さ 書式と台帳DBのデータ連携 S県

セキュリティ対策 セキュリティ対策と上書き禁止の完全記録方式 F県

法律により管理項目と書式が随時変更が発生 書式と台帳DBの即時変更機能 K県

自分たちでシステムを作り保守する SSO連携や権限管理は触らず業務をフレームワークで構築 O市

現場の操作スキルがバラバラ 操作ログによる操作ミスの復元と不正操作監視 T県

業務の処理が分散化されている 書式と台帳DBで一元化で業務効率アップ Y県・N県・T町

大量図面の共有化 メタ情報の充実・ホストデータとの連携 W製作所

発注業務と図面管理の連携 発注データ連携によるスムーズな検索・出図 M製作所

Sステンレス製造会社

K機械製造会社

指示図面のホスト連携 ホストデータ連携の自動化

自動出図 図面情報に製造指示を合成し指定プリンタで自動出図

図面展開 親子図面の階層管理

S市立図書館

10 データ管理 歯科医師会 資料・診療点数管理 県内の各病院からあがる診療点数の管理を行いたい
各病院から提出される資料を電子化し、ホストデータと連携して情報の
一元管理を構築した

S県歯科医師会本部

国道バイパス工事に関する資料管理をまとめたい
道路地図、工事写真を区間・場所で全体図・区間図でリンクを作り
地図から絞り込んで検索できるシステムを構築

S県国道事務所

図書館開館に伴い、絵画（複製）の貸し出しのための
電子カタログシステムがほしい

図書館で準備した写真をスキャナで画像化して、写真カタログDBを
構築して、利用者が自由に検索できるシステムを構築

製造指示のミスからロット単位の無駄な在庫をなくしたい
製造指示の内容を確実に工場に伝えるため、図面に指示内容を空き
スペースにバーコードと具体的な内容を明記して印刷することで、確実
な作業が行えるように構築した

9 図面管理 製造業 置き図管理 C工販

工事管理11

大量のホスト情報を多面的に検索利用したい
ホスト情報をバッチ登録し、多面的検索でいろいろ調査できるDBを
構築した

アウトソーシング会社

5

C電力

大量データの全社共有化建設会社文書・図面管理3

製造図面管理製造業

製造業

I百貨店

図面管理

図面管理

業務台帳記録管理自治体台帳管理

6

7

道路工事管理自治体

遺物管理 研究所 発掘遺物の整理1

電力会社
（原子力発電所）

文書・図面管理 大量文書図面情報の共有化2

配送伝票管理4 DBとイメージ情報の連携百貨店

大量データ管理データウエアハウスデータ管理8

置き図管理

12 電子カタログ 市町村（自治体） 絵画貸出管理
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導入事例一覧 株式会社ジムコ

番号 種別 業種 テーマ 課題 解決 ユーザー

大量の紙カルテの電子化 大量紙カルテのスキャンデータの登録 K病院

紙カルテ・各種資料の電子化 大量紙カルテのスキャンデータの登録 S介護施設

1500基地局の文書・図面管理 分散して保管された大量の紙文書の短期登録

導入したワークフローが手の方法に戻っている 簡単なワークフロー方式で運用の定着化

業務が煩雑な上に業務量が増える 業務の全関係者が使うための簡単操作GUI

Y信金

F銀行

イメージ情報への検索キー付与工数の問題 30台の複数PCによるイメージ参照によるマルチ入力

登録作業工数の多さ 入力手順の簡素化による登録の高速化

回線スピードのバラつき 低速回線での検索閲覧スピードが満足できる性能

分散した大量の図面文書のファイリング A1図面の低コスト分散入力と異なる種類の文書のバインド Sハウスメーカー

法的な対応が必要（前例がない） ホストデータとイメージデータのデータ連携

分散拠点ごとのデータ登録 全国100箇所以上の分散拠点サポート

27 顧客管理 ハウスメーカー ユーザー情報管理
S不動産

預金口座資料管理 預金口座の紙資料カードを短期間で整理したい
資料カードにバーコードを貼り、装置で読み取りバッチ登録で
大量な資料を短期間でDB構築した（印鑑照会システム）

25 記録管理 警察 事故記録管理
管轄内で起こった事故の調書を整理して、過去分で
似たようなケースを検索したい

各署で作成した調書をDB化し、過去分も多面的に検索できるように
構築した

22 電子出版 自治体 例規集管理 例規全集を電子化し配布したい
F県の例規全集をスキャニングし、電子化してDBを構築していつでも
自由に検索して利用できる電子出版を製作した

F県

20 文書管理 商品開発メーカー 社内文書管理
社内で発生する各種文書・書類・電子情報を一元管理
したい

部門ごとのDBを構築し、部単位で情報管理を構築し、社員が情報
を共有化した

M化学

21 文書管理 銀行事務センター 各種資料管理
事務センターで管理している様々な資料を一元管理
したい

紙資料はスキャナで画像化しDB登録、電子情報はアプリファイル
として関連資料で登録し、情報の一元管理を構築した

K事務センター

18 伝票管理 商材販売商社 配送伝票管理 配送伝票の総合管理システムを構築したい
配送伝票をスキャニングし、ホストと連携して問合せに的確に対応
できるシステム（ギフトシステム）を構築した

N商事

16 商品カタログ 製造メーカー 商品の写真カタログ管理
製造しているタイルやブロック等、各種商品を写真、
現物を電子化してカタログ管理したい

現物を写真やスキャナで画像化し、商品カタログのDBを構築して
いつでも社員が検索して閲覧できるシステムを構築

I製造工場

製品の写真やスペック等をDB化し、図面、見積等の関連資料の
一元管理構築を実現

S電子工業

13 コンテンツ管理 市町村（自治体） 参加型クイズシステム
図書館開館に伴い、館内で利用者参加型の専用の
クイズシステムを構築したい

E社・N社・市との共同で利用者カードを利用してクイズに参加できる
映像・写真・音楽・音声の組み合わせでインタラクティブなシステム
を構築した

S市立図書館

19 伝票管理 事務機商社 ターンアラウンド伝票管理 T社のシステムで発行する伝票を一元管理したい
発行したターンアラウンド伝票をOCRで読み取り必要なキーを入力
して、情報管理システムを構築した

Jサービス

17 コンテンツ管理 電子部品メーカー 電子カタログ・資料管理
社で製造している各種製品のカタログおよび、図面、
見積等の資料を総合的に管理したい

15

文書管理 病院 カルテ管理14

文書管理 電話会社 アンテナ基地局管理 D電話会社

建設会社 工事写真管理 工事を行った物件に関する写真を一元管理したい
写真をスキャナで読み取り画像をDB登録、物件名その他で簡単に
検索できる環境を構築した

K建設

26 文書管理 電話会社 申込書ファイリング K電話会社

F県警

23 写真管理

24 文書管理 銀行
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導入事例一覧 株式会社ジムコ

番号 種別 業種 テーマ 課題 解決 ユーザー

契約社員の契約書管理（アリバイ管理）※3か月更新 ホストデータと契約書スキャニングによる消し込み（アリバイ管理）

全国60箇所以上との情報共有 カタログ画面によるアンマッチの一覧確認で指示を出す運用

証拠の紙とアリバイ管理上の電子情報の運用 ないものを探すヌル値検索

29 記録管理 電話会社 コールセンター記録管理 受付時の手書き記録の大量管理 紙をスキャン入力し、顧客キーによる検索を実現 N電話会社

30 記録管理 製薬会社 コールセンター記録管理 運用の簡単さと処理スピード 登録して検索できるまでのキー入力の簡素化 S製薬会社

顧客別のソフトのバージョン管理 顧客別のバージョン・資料の一括管理

随時発生するデータの登録手法 文書とプログラムの一元管理

顧客情報の共有と管理矛盾の解決 ホストデータと連携し長年的に顧客の取引履歴管理実現

顧客は担当者が転勤しても情報を共有したい 拠点に分散している情報を集中的に共有化しデータ連携

ホスト情報とアリバイ管理をしたい 過去文書情報のスキャニングとERP情報との連携

本人確認書類の管理手法 ホストデータとの連携管理を実現

窓口発生情報の管理手法 本人確認書類のイメージ情報とDB情報との連携

膨大な顧客情報の電子化 マイクロフィルム・紙変換による電子化

過去の融資との比較調査を簡単にしたい 情報の比較表示による事務生産性の向上

35 顧客管理 銀行 カード申込書ファイリング 大量情報の電子化 大量マイクロフィルムの電子化と紙情報の電子化 K銀行

36 顧客管理 クレジット会社 カード申込書ファイリング 検索閲覧の高速化 イメージ情報とERPデータベース情報の高速検索閲覧 Kカード会社

変更の多い情報をセキュリティ重視で行いたい 追加情報の登録を上書き記録方式を禁止した改訂履歴管理

個人情報の改ざんや漏えいの防止 情報の高セキュア運用をISO15489(JISx0902)方式で管理

人材条件の検索のやりやすさ 管理項目を多面検索で条件検索

38 図面管理 製造メーカー ユニフォーム図面管理・出荷指示コンピュータでは受発注ではできない業務の合理化 受注データと製造指示図面の連携　製造指示図面の自動発行 Mスポーツ用品会社

大量A0紙図面の電子化

建設CALSへの対応

セキュリティの強化

人手による問合せ応答の手間の改善

専門の問合せセンターの現状体制の維持

重要な契約書を現物管理しているが探せない 現物は証拠として保存し、スキャンして電子化

機械の各種問題点の整理と把握が難しい 問題点および解決策の体系化管理

契約書類管理 重要な契約書を現物管理しているが探せない 大量のコンテンツごとの契約書を整理ファイリング

コンテンツDB閲覧選択システム コンテンツ販売の新たな手法の開発 HTMLの改ざんを受けないように対策した配信システム

研究者のデータを自動登録処理

多面検索機能で知識を検索

43 コンテンツ管理 大学

研究資料のDB管理
研究レポートの保管が電子と紙で重複している
再利用の可能性の高い電子情報をDB化

研究レポートの発行紙、調査資料など、次の研究に活かせる
情報を整理してDB化し、いつでも利用できる環境を整備

H大学

学術論文DB管理
学術論文を整理しながら登録し、同様の研究を
俯瞰し、不足部分や知識を発見したい

複数の研究テーマを比較したり、全体の流れからさらなる
新しい知識の創造と発見を見出す研究データDBを構築

34 記録管理 銀行 融資稟議書ファイリング S銀行

37 顧客管理 銀行 人事情報ファイリング Y銀行

保守・データ記録管理 Nコンピュータ

33 顧客管理 信用金庫 顧客個人情報管理 S信用金庫

28 人事管理 人材派遣会社 契約社員管理 P派遣会社

32

31 記録管理
ソフト会社

（生命保険子会社）

M証券会社顧客個人情報管理証券会社顧客管理

39 図面管理 技術センター 製造図面管理
大量図面の高速化
図面情報の容量とスピード
セキュリティの強化

S道路技術センター

コンテンツ管理 アニメプロダクション42 Tプロダクション

40 文書管理 製造業 技術情報管理 人手がかかり生産性が悪い D船舶部品製造会社

41 文書管理 製造メーカー 契約書類管理 R印刷機メーカー

44 文書管理 製造メーカー 知識DB管理
研究者の知識のデータベース化
収集した情報の共有化

E精密機械製造会社
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導入事例一覧 株式会社ジムコ

番号 種別 業種 テーマ 課題 解決 ユーザー

食肉の生産者から加工販売に至る追跡調査 牛の個体管理から展開するデータと書式の連携システム

法令順守のシステムの開発 大量な発生情報のデータベース管理

46 資料管理 貿易会社 契約書管理 顧客取引の契約書管理を行いたい 契約書DBを構築し、契約書関連資料をDB化した O貿易会社

担当者の持っている情報の収集と共有化 分散した多様な技術情報の大量登録方式

情報のナレッジマネジメント 情報の共有化とナレッジ情報化の実現

効率のよい入力支援システム 大量スキャンデータの効率の良い入力支援

お客様への高品質成果物の納品 ホストデータとのマージ機能で充実したDBの構築

大量登録のノウハウがない（怖い） 成果物を電子出版でCD作成

電子化して社内で情報を共有する 紙カタログ・図面・文書の電子化

情報を整理し、統合して意味のある情報にしたい 図面・仕様書データのバインド管理による情報の体系化

紙の強さと電子情報の強さを両方生かしたい イメージ情報や電子情報とホストデータの連携

使用中のシステムでの検索が遅くて不便 T社システムのデータを変換

使用していたシステムが製造中止になった ネットワークから高速検索が可能になった

早急にデータを移管したい 多様な検索が可能になったので情報の価値が上がった

技術文書管理 使用中のシステムが能力不足で役にたたない T社システムのデータを変換

施設管理システムと文書・図面イメージを連携

別々のシステムが一体的に操作でき、新システムの違和感がない

Acsessに代わる汎用的なDBシステム 様々な情報をインポートし、汎用的な検索を実現

顧客満足度をあげ、サービスの拡充、顧客を増やしたい 地図イメージと顧客データをリンクし、独自の顧客管理を実現

クレーム処理管理

各種文書管理

個人情報管理

契約書類管理

配置備品情報管理

施設図面管理

契約書類の総合管理（保守）を一元管理したい

情報の共有化とデータ連携

入力者によるタイプミスを軽減したい

I保険管理会社

58 顧客管理 生協 契約会員（入退会）管理
過去情報の検索でH社システムでは思うように探せない
ため、それに代わるシステムを探していた。
汎用的なファイリングシステムを利用したい

H社システムの使用を取りやめ、再度原本の紙にバーコードを
貼り付けてスキャニングした画像とマッチングさせて一括インポート
で、15万人の登録会員のDBを短期間で構築した

N生協

59 文書管理 食品会社 報告書・書類管理
研修を受けた社員の方々の現地で得た情報や
ノウハウを生かして食品の技術向上に生かしたい

研修報告書（紙）はスキャニングで取り込み、イメージDB化し、
収集した情報のDBとリンクで関連付けて管理している

A食品会社

57 顧客管理

K空港

56 文書管理 部品製造卸会社 図面・見積・提案書管理
仕入業者・卸先との見積・図面のやり取りをFAXを利用
して行っていたが、一元管理できていなかった

図面はスキャナで画像化しバッチ処理登録、見積も自動登録で
処理し、運用を楽にした

C部品製造会社

N精機

54 文書管理 社会保険事務所
会社と契約する書類の管理で紙での管理に限界が
あった

紙の書類はスキャニングしてDB化し、目的に応じて簡単に
一覧表を作成する作業の効率化を行った

O保険事務所

55 備品・図面管理 航空管理事務所
空港内に設置している各種備品の管理および施設関連
の図面を一元管理したい

イメージリンクを利用して、全体地図から探す目的にメニュー展開
するリンクを作成し、一元管理を行った

F商会

49 文書管理 製造メーカー 電子カタログ・図面管理 K文具会社

50 図面・文書管理 製造業 図面・文書管理 T製作所

K鉄道会社

45 記録管理 食品製造業 トレーサビリティ管理 S食肉会社

47 文書管理 製造業 情報共有化システム Hエンジニアリング会社

保守管理会社 契約書・顧客管理
基本の契約書管理、保守作業資料、付随資料などDBを別々に
管理し、リンクで一元管理を行い、バインド処理を実現して作業の
効率化を図り、参照テーブルを活用してタイプミスの軽減を図った

鉄道会社文書管理51

53 顧客管理 製造業
仕入・組立・市場で、不良品が発生した場合の対処が
面倒で、対応がままならなかった

書式を使って入力・出力・印刷しやすいDBを構築し、対応の
迅速化・顧客満足度の向上を図った

施設管理システムと連携 使用システムがサポート切れで移行が必要

52 顧客管理 食品販売会社 顧客情報管理

48 コンテンツ管理 入力業者 入力・整理・電子出版 N情報サービス会社
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導入事例一覧 株式会社ジムコ

番号 種別 業種 テーマ 課題 解決 ユーザー

製品情報管理

製品情報管理 設計事務所へ門扉のCAD情報を電子配布したい

インターネットでは情報量が多い

配布箇所が多いのでコストが気になる

発掘調査報告書管理 O市

Y村

I市

製品のメンテナンスマニュアル 製品のメンテナンスマニュアルは全世界対応版

HTMLでは作成・製作に時間がかかっている

65 人事管理 人材派遣会社 派遣社員管理 登録している派遣社員の管理を行いたい 契約している派遣社員の情報DBを構築した A派遣会社

S市

N市

M町

67 資料管理 原材料製造会社 カタログ・資料管理 会社で持っている商品・資料を総合的に管理したい カタログ・各種資料・伝票を関連付けてDBを構築管理 Hコンクリート工業

72 文書管理 銀行 業務マニュアル管理
銀行業務の各種マニュアルを整備し、業務のスムーズ
な運用を実施したい

各業務マニュアルをおまかせくんを利用して登録管理。つねに最新版
を利用できるようにした。

S銀行

数種類の納付書を専用のスキャナとOCRを使ってイメージとキーを
抜出し、バッチ登録し、登録者とのマッチングで未納者を的確に抽出
できるようにDB化した

S町

70 大福帳管理 市町村（自治体） 永年保存大福帳管理
震災で散在してしまった過去の大福帳を紙の劣化もあり
電子化して整理したい

劣化した紙は破れやすいため、非接触方式のデジタルカメラで過去
分は撮影し、近年分は高速スキャナを利用して画像化
第3セクターの会社で2年がかりで整理

K市

71 予算管理 市町村（自治体） 予算状況管理
各小・中・高の年度予算の管理がなかなか面倒で
FAX・電話での確認作業が多く管理しづらい

本庁の教育庁と各学校の端末でネットワーク化し、各端末より現状
の予算の残り具合等の情報を入力し、本庁側で一括管理した

O県教育庁

69

N情報サービス会社

電子出版

62 電子出版 部品製造会社 各種製品情報管理
全国の仕入業者の各種部品の仕入れるルートを
場所・値段などの条件で簡単に抽出したい

各種部品のパンフレットの原本写真を業者かた提出してもらい、
スペック、値段、住所等の情報を一緒にDB化し、電子出版して
各営業所に配布し、必要に応じて検索に利用

N自動車部品会社

S電機メーカー

63 電子出版 市町村（自治体）
遺跡の発掘調査のまとめを電子として報告書にして
紙の冊子とセットで各機関へ提出する

調査した際の写真、レポート、書類で、紙はスキャナから画像に、
レポートの検索キー情報に整理してDB化し、電子出版して各機関
へ提出した電子出版

61 電子出版 製造メーカー
門扉の写真と図面（イメージ）・CADファイルをセットにしてDB化し、
電子出版したCDを設計事務所に配布し販売促進を図っている

S門扉メーカー

製品の改修や、新規製品が登場した場合、
メンテナンスマニュアルの対応が遅れていた

66 地図管理

60 文書管理 製造業
販売店で行う保守・点検サービスのための
マニュアルを電子化し、配布したい。
配布情報が多く、紙では不可能

保守・点検マニュアル（紙）をイメージにし、検索のための項目を
セットしてDB化した情報を電子出版し、各販売店へCD配布
（2年に一度更新）

H製作所
電子出版

納付書管理 市町村（自治体） 納税納付書管理 納付の未納等を管理し、的確な対応をしたい

電子出版
64 電子出版 精密機器会社

製品のメンテナンス（動画）ノウハウ・関連資料をDB化し、
電子出版（英語版）して世界の拠点の営業所へ配布利用。
説明をわかりやすい動画・音声を利用しているので好評。
情報量が多いので、インターネットでは行っていない

市町村（自治体） 地図（字図）の管理 土地の区画に関する字図の情報を一元管理したい
字図は、市の全体図から町、大字、小字と紙の地図をスキャナで
画像にし、イメージリンクを使って絞り込んで、すぐに検索できる
ようにすることで、業務効率が向上した

68 文書管理 入力業者 保守点検記録・資料管理
原子力発電所内の保守点検に伴う記録文書・関連資料
を電子化し登録。
いつでもすばやく、誰でも直感的に検索したい

文書の先頭にバーコード（文書番号キー）印刷のヘッダ紙を挟み
スキャニングしてフォルダ分けしたデータを元にバッチ処理で
一括登録しDB化して、いつでも多面検索できるように環境を整えた
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各企業・個人の健康診断をスムーズに処理したい

システムと紙が別々で把握しづらい

大量の紙カルテの整理ができていない

他病院からの紹介状等、電子化できないものが多くある

Fソフトが使いづらいので簡単なソフトに変えたい

S大学

T農大

84 資料管理 支援センター 人事・資料管理 保育所、支援センター等の各種資料を一元管理したい 目的別にDBを構築し紙資料はスキャニングし紐づけ登録管理 U支援業務会社

85 契約管理 市町村（自治体） 契約情報管理 契約者の情報管理を行いたい 契約者の情報管理のDBを構築し運用 O市水道局

86 コンテンツ管理 ソフト開発会社 各種コンテンツ管理 開発に関連する情報の体系管理を行いたい 紙・データ・アプリを総合的に一元管理でDBを構築 K GISソフト会社

87 コンテンツ管理 機器製造販売会社 機器カタログ管理 製造販売する機器のカタログ管理を行いたい 各種機器の写真、スペック等の情報をまとめて管理するDBを構築 A機器製造販売会社

88 資料管理 情報通信事業会社 申込書・契約書管理 顧客の申込書、契約書に関する紙情報を管理したい 紙の資料をスキャニングし、顧客DBを構築して管理を実施 O通信サービス会社

89 コンテンツ管理 内装・外装製造会社 商品カタログ管理 各種商品のカタログ管理を行いたい 商品の写真、スペック等の情報をDB化して各種検索できるようにした T機材製造会社

90 地図管理 測量会社 地図・資料管理 測量地図と資料の管理を行いたい 測量関連の地図、資料を電子化しDB管理を実施 O測量会社

91 電子出版 石油会社 電子出版 伝票の電子化と簡単に検索できるシステムがほしい
伝票をスキャニングし、DB化して多彩な検索機能が利用できる電子出版
で構築し提供

I石油会社

83 コンテンツ管理 市町村（自治体） 展示所蔵物管理
館で所蔵している所蔵物をタッチモニタで検索できる
ようにしたい

コンテンツの管理PCと閲覧用PCで、館で所蔵している品をタッチ
モニタで自由に検索して閲覧できる環境を構築

Y文学館

文書管理 病院 データウエアハウス管理
様々なデータを総合的に集計してデータウエアハウス
的使い方をしたい

日々発生する様々なデータをDBに集約し、いろいろなアウトプット
を作成して多角的にデータを利用できるようになった

N病院

80 コンテンツ管理 博物館 展示所蔵物管理

Fソフトから、スタンドアロン版へデータ移行し、DB化して画像等を
さらに登録してコンテンツを充実させた。展示会を開催する際は、
DBから所蔵品を検索し、リスト作成やその他購入品の管理を
行うようにできた

K博物館

図面管理 大学 施設図面管理
建物の老朽化に伴う改築や改修の際に青焼き図面
（紙）のため、探すのが大変

図面をスキャニングして電子化してDB化。あらたにCADデータと
混合管理し、すぐに図面を検索して印刷できるようにした

K大学

74 申込書管理 予防センター 健康診断申込管理
申込書をスキャニングし、管理項目を設けて健康診断の日時や
スキャニングした紙情報を視覚的に確認でき、処理の効率が向上

健康センター

73

大学付属病院 カルテ・資料管理
スキャンデータ登録・キー情報の付与による簡単登録と高速検索を
実現

T大学付属病院

購買情報管理
自社開発のDBでは不十分なため、もっと拡張できる
システムがほしい

自社開発システムより順次知財へ載せ替え、社内帳票類も書式を
使って自分たちで自由に構築している

T精密機器製造会社

75 カルテ管理

78 文書管理 製薬会社 各種資料管理
船積の請求書や、納品書、契約書はじめ、様々な関連
する資料を整理したい

各部署ごとに不必要な紙を処分させて、必要な書類を本社内に
作業室を設けスキャニング、DB化を支援。各個人の持っているデータ
も、おまかせくんを利用して自動整理

H製薬会社

76 機器管理 大学付属病院 メディカル機器管理
大学病院で使用する各種機器の貸し出し・修理の
一括管理を行いたい

クラウド利用で代理店が現地に管理室常駐で、病院内の機器を一手
に情報管理機器の現状把握、修理対応等をスムーズに行うため、
DB化し一元管理を行うようにした

F大学付属病院

82 購買管理 精密機器製造会社

77 顧客管理 コールセンター 問合せ管理
お客様からの各種問合せに対するサービス内容を管理
し、顧客満足度をあげたい

様々なサービスに対する問合せや対応を記録管理するため、DB化
しスムーズな対応と顧客満足度を向上させた

Hコールセンター

79

博物館で管理している所蔵品の保管管理や、各種展示
の管理等を行いたい。

81 人事管理 大学 職員情報管理 職員に関する情報を整理したい
職員情報（テキスト）をDBを構築してバッチ登録し、書式を作成して
適宜情報を更新、学内ポータルから検索できるようにした
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93 資料管理 業務請負会社 顧客管理 医療事務その他の請負業務に関する資料管理を行いたい紙・電子を総合管理を行うためのDBを構築 I医療事務請負会社

地図・図面管理

CALS対応

O県、F県

M県

法定調書管理 職員の法定調書関連資料を簡単に作成できるように S区・M区

人事管理 嘱託の方の任用情報を一元管理したい M区

撤去自転車管理 区で実施している撤去自転車の管理を行いたい

家屋管理 ごみ屋敷の管理をしたい

102 台帳管理 市町村（自治体） 台帳記録管理 F県、T県と同じく、業務の管理を一元化したい 業務で使用するDBおよび書式を代理店で請負い構築 Y町

募集コース、成績、各種案内を総合的に管理したい

Access＋Excel等での管理の限界

101 台帳管理 市町村（自治体）

書式を使って入力画面、検索画面、各種出力帳票を構築し、職員
が運用しやすいシステムを構築

書式を利用して運用画面とDBを構築 S区

103 台帳管理 市町村（自治体） 学生情報管理
案内・コース別・成績・就職に関する情報を目的別にDB・書式・集計
で構築し、総合的に一元管理を実現

K県産業技術大学

100 台帳管理 市町村（自治体） 事業評価管理
K市で管理している企業の評価内容を整理し迅速に
対応できるようにしたい

クラウド上にDB、書式で画面を構築した K市

98 台帳管理 市町村（自治体） 療育手帳管理
市町村で運用管理しているシステムをマイナンバー
導入にあわせて、載せ替えたい

独自に運用しているAccessから移行し、書式を利用して従来の運用
をなるべく変えないかたちでDBを構築。

99 台帳管理 市町村（自治体） 身障者手帳管理
導入しているAccessのシステムをマイナンバー導入に
あわせて、載せ替えたい

Accessで構築しているシステムからスタンドアロン版へ載せ替えて
書式を利用して入力画面、各種出力帳票画面を構築

U市

97 資料管理 市町村（自治体） 家屋評価調書・図面管理
持家の家屋の評価内容の資料および大量の関連の
紙の資料を市町村合併によりばらばらになっていて
問合せにすぐに対応できない問題を解決したい

各支所・本庁で保管している大量な紙資料をスキャニングで画像化
してDBを構築。部署の職員は問合せがあればすばやく検索し、印刷
できるようにし、あわせて調査内容も簡単に更新できる環境を整えた

S市

M県、F県

市町村（自治体）
CALS対応で団地の建設に関する図面等の配布用CD
を作成したい

96 個人情報管理 市町村（自治体） 埋蔵者情報管理
市で管理する墓地に埋葬される方を管理し、お参りに
こられた方へタブレット等を利用して故人の情報を
提供できるようにしたい

管理事務所でサーバを管理し、埋蔵者情報をDB化して、お参りされる
方へタブレットを貸出し、故人の情報を動画・静止画等で提供できる
ようにし、新しい運用スタイルを構築した

団地の建設工事に関する地図・図面を電子化し、CD-Viewerで自由に
検索できるようにした（CALS対応）

県営住宅

92 資料管理 自治体 アンケート管理
労働局でアンケートを実施した資料のファイリングを
行いたい

実施したアンケートの資料をスキャニングして電子化しDBで検索できる
環境を整えた

F労働局

登録している作家が制作したガラス工芸作品をDB化しカタログ検索で
作品をすばやく検索できるよう構築した

硝子製品製造会社94 コンテンツ管理 硝子製造会社 作品データ管理 各作家が作成したガラス工芸作品のデータ管理を行いたい

95 電子出版
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