
中部ＩＴ経営力大賞２０１６ 優秀賞受賞企業 

「段ボールを通じて世界中に夢を提供しよう」  

株式会社ＩＳＯＷＡ 

代表者顔写真 

「段ボールを通じて世界中に夢を提供しよう」  
 

段ボールに夢を吹き込み、段ボール（箱）を単なる包装資材から、夢を
伝えるメディアに変身させ、私たちが愛する段ボールの付加価値を高
め、お客様である段ボール業界と共に段ボールを通じて世界中に夢を
提供できる企業を目指します。 
  

 行動指針として、 『スピードと対話』  
1）オレがやる → チャレンジこそ最高の美徳 
2）協力する  → 信頼し合い、相談し合える人間関係 
3）明るくする → ものが言える自由な雰囲気 
を掲げ、価値観共有による経営を真剣に追求しています。 
  

「実現できたらすごいことになるだろうな。」 と夢を抱きながら、最近は
少しずつその手ごたえを感じています。  
「気楽にまじめな話ができる、世界で一番社風のいい会社」 が目標で
す。 

■ＩＴ導入の背景と目的 
 弊社は段ボールを製作する機械を設計、製造、販売から保守、メンテナンスを行う機械メーカーです。 
お客様のご要望に沿った仕様の機械を提案し、個別受注生産しております。 
  

 お客様に納めさせて頂いた弊社の機械は（お客様や機種によって異なるが）10年、20年使用しますので機械部
品の劣化や電装品の寿命でお客様の機械が突発的に停止してしまう事もあります。 
突発的に機械停止してしまうとお客様の計画していた段ボールの生産が行えず、また弊社も予定外となる対応を
迫られます。よって突発的な機械停止をいかに発生させないかが取り組むべき課題でした。 
 

■ＩＴ化の概要 
 特定の担当者しか把握していなかった突発的な機械停止が起こっている事実を、関係者に知らせるためメール
で連絡するようにしました。すると、関係者から故障内容についてアドバイスが出るようになったり、部品の生産枠
を融通してくれたり、復旧に向けて協力する動きがみられるようになってきました。 
 しかし、通常のメールでは内容を入力する際に、お客様の名前や機種の入力だけでも時間がかかり入力者によっ

て入力方法が異なるうえ、大小文字、半角全角文字やスペースの入れ方によってもデータ集計・解析時に弊害と
なっていました。 
 

  そこで、基本情報を入力する欄は如何に短時間に正確な情報を入力できるかを検討しました。 
専用業務システムからのマスター情報と連動することによってお客様名や機種等の選択可能な項目をプルダウン
化することで入力時間の短縮と入力内容に規則性を持たせ、間違いを防ぐ事が出来ました。 
また、初期対応の内容から、その後の経過も一連の専用業務システムで管理され、対応完了するまで時系列で
メールに示され、対応の進捗状況が容易に把握できるようにしました。 
  

 これによりスムーズな入力と過不足ない情報で、より正確でタイムリーに全社員が共有できるようになり、一層の
協力体制が整いました。 
 これらの入力データが専用業務システム内に蓄えられ活用されています。エクセルファイル化したデータを集計し
ABC分析をする事で、突発的な機械停止が起こる要因のワースト順に視覚化する事で、停止の多い機種と部品が
判明し、社員が意識するようになりました。 
 

  この結果を踏まえて該当するお客様に、突発的な停止を引き起こす要因と故障の可能性がある部品を事前にお

知らせ出来るようになり、部品の交換やメンテナンスの提案を行った結果、突発的に機械停止する事が徐々に減
少してきました。 
 
 
 
 

磯輪 英之 氏 

株式会社ＩＳＯＷＡ 代表取締役社長  



■ＩＴ導入の効果 
 

１．売上高の増加 
２．サービスの付加価値の向上  突発的な機械停止時間が３３％減少しました。 
３．夜間にも発生していた突発的な機械停止も減ったため、夜間の緊急出勤が大幅に減少しました。 
  突発的な機械停止に対応していた時間が減ったため、緊急業務が減り、ヒューマンエラーが減りました。 
４．情報共有と状況の見える化により、お客様から営業へ確認、問い合わせがあっても、知らないということが 
  なくなり、お客様の安心・信頼に貢献しクレームが減少しました。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

会社を訪問すると、いたるところに社員のグループによる元気な議論が聞こえてきます。 
磯輪社長が目標としている「気楽にまじめな話ができる、世界で一番社風のいい会社」の雰囲気が感じられます。 
 

今回の受賞は、顧客に販売した段ボール製造機械のトラブル発生情報とその対応状況を共有化するシステムを
構築し、短時間に正確なトラブル情報を集約・活用して顧客の機械を極力止めない状況を作り上げて顧客満足度
を高めたもので、使い勝手のいい段ボール機械の提供をＩＴ活用で実現されています。 

社名 ： 株式会社ISOWA  TEL ： 0568-34-1811 
代表者名 ： 代表取締役社長 磯輪英之 FAX ： 0568-34-1824 
設立 ： 昭和２７年１２月２５日 URL ： http://www.isowa.co.jp/ 
資本金 ： １億８，０００万円 
売上高 ： １０５億円（２０１５年３月） 
従業員数 ： ２６８名 
事業内容 ： 段ボール機械の設計、製造、販売、 
                         並びに付帯する一切の業務 
 
 

会社概要 所在地：〒486-0908 愛知県春日井市西屋町66 

ITコーディネータから一言 
株式会社ＡＲＵ  代表取締役  ITコーディネータ  水口和美氏 
http://www.aruinc.jp/ 

【機械トラブル対応報告の概要】 



中部ＩＴ経営力大賞２０１６ 優秀賞受賞企業 

株式会社メガネ流通センター 

代表者顔写真 

快適な視生活をお客様にご提供することにより、地域

社会に貢献する 

私達メガワールドが追及する理想の店舗システムは、より安全で、より

安心な、世界基準のメガネ・コンタクト作製システムです。 

メガワールドでは、この様な医療のサポートが得られる世界基準のシ

ステムを理想と考え"より安全で、より安心な、メディカルサポートシス

テム"を推進しております。特に近視進行が早い、小・中・高校生には

ジュニアメディカルサポートシステムによる、6ヶ月定期交換型・近視抑

制プログラムを導入するなど、より価値のあるサービスを進化させてい

く事を目指しています。 

常に新しい価値を創造する努力を続け、快適な視生活をお客様に提

供する事により、地域社会に貢献していきたいと考えております。  

■ＩＴ導入の背景と目的 
 顧客の意識が、特に商品・サービスの安全・安心・信頼に向かい、当該業界でもメガネのブランド、店舗のブラン
ド構築が最大の経営課題となってきた。 
また、若年者の近視進行が早まりつつあり、顧客志向が「メガネは医療器具」との認識になってきた。 
 

 こうした背景から、東海地区を中心とした全国１５店舗に店舗拡大を展開するとともに、店舗のブランド、メガネの
ブランド構築に注力し、社内体制としては業務スピードの向上、全店舗のコミュニケーション向上を図ってきた。 
 

 達成目標を、強いサービス展開のできる店舗の構築と眼科医療機関とのコラボレーションによる強い競争力に置
き、店舗サービスの充実、眼科医療との連携、ブランド力の向上につながる積極的店舗展開への投資、ＩＴ投資、
人材投資を行ってきた。 

■ＩＴ化の概要 
・自社専用業務システムの開発・活用 ・データ分析・情報分析ツールの活用 
・社内ＬＡＮおよびサーバー等ファイル共有システムの活用 
 

１．ＩＴベンダに開発を委託して自社専用業務システムを開発し活用している。この上に顧客データベースを設け、
来店顧客の基本情報の他、視力検査結果、視機能検査結果、眼病確認などの顧客カルテ情報やお買い上げ
商品のデータなどを統合データベースとして構築した。 

 

２．上記顧客情報は専用の分析ツールを用い、次期来店時のアフターフォロー施策や提案商品などを顧客別に提
案できるようにした。 

 

３．また、近視抑制ジュニアメディカルサポートを準備し、６か月定期交換レンズ近視抑制システムとして全店舗で
展開している。 

 

４．更に、子供仮性近視治療に有効な「ワック」という目の筋肉の緊張を取る機械を使い治療を行う仕組みを構築
し、これらのデータもデータベース化している。 

 

５．社内ＬＡＮおよびサーバー等ファイル共有化を図り、東海地区を中心とした全国１５店舗と豊橋本社との間で、 
ＩＰＶＰＮを活用してネットワークを構成して全国どの店舗でも顧客データベースを活用できるようにした。 
社内ＬＡＮには、店舗の他、管理部、総務部、経理部、営業部、商品部の各業務担当と、近視検査機、視力検査
室を連結し、各データの共有化を図っている。 

神谷 馨 氏 

株式会社メガネ流通センター 代表取締役社長  

お客様に心から満足していただきたい 



■ＩＴ導入の効果 
 

１．売上の増大 
 平成２２年度⇒平成２６年度 約１０％の増大 
 

２．店舗数の増大 
 平成１８年度 ６店舗⇒平成２６年度 １２店舗  
 ２倍に増加⇒店舗ブランドの構築 
 データの共有化と業務の標準化によって店舗拡大策が 
 容易に実現できるようになった。 
 

３．顧客サービス力の向上 
 業務システムの統合と顧客データベースの構築によって、 
 顧客サービスのスピードアップ 
 が実現された。 
 また、顧客へのアフターサービ 
 スの充実、新規販売やサービ 
 ス提案が全店舗で普通にでき 
 るようになった。 
 

４．全店舗のシステムとデータ 
ベース統合によって、社内コ 
ミュニケーションが大幅に向上 
 全店舗の顧客サービスが 
 標準化され、どの店舗でも 
 均一なサービスが展開で 
 きるようになった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「世界的な基準では、医師が検査に携わり視機能検査や眼病の確認と共に、視力検査が行われています。欧米は

もとより、先進国ではほぼすべての国が眼の健康をトータルにサポートするシステムが確立されております。」 
「しかし、国内ではまだまだこうしたシステムが確立されていません！だから、メガワールドが率先して進めていきま

す！」 

この言葉から、神谷社長のこのビジネスにかけるおおきな情熱が感じられます。 

こんな熱い社長のもとで、１５０名の社員が生き生きと業務に励む姿が印象的な会社です。 

ＩＴ活用は、これからさらに充実していくものと思われます。今後の発展を期待しています。 

社名 ： 株式会社メガネ流通センター TEL ： 0532-64-0330  FAX ： 0532-64-0331 
代表者名 ： 代表取締役社長 神谷 馨  URL ： http://www.mega-world.co.jp/ 
設立 ： 昭和５７年１０月２２日 
資本金 ： ５，０００万円 
売上高 ： ２８億円（２０１５年度） 
従業員数 ： １５０人（２０１５年度） 
事業内容 ： メガネ・コンタクトレンズ 
                   補聴器及び関連備品の販売 
         眼科診療のトータルコーディネータ 
         （メディカルサポート） 

会社概要 所在地：〒４４０－００３７ 愛知県豊橋市平川町１１－１ 

ITコーディネータから一言 
株式会社ARU  代表取締役  ITコーディネータ  水口和美氏 
http://www.aruinc.jp/ 
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社訓 ： 責任・創意・努力・団結・感謝 

中島化学産業株式会社 

代表者顔写真 

 当社は明治２５年創業以来、化成品の地場専門商社として企業、自

治体に向けた有機・無機工業薬品を販売しております。化成品業界は

産業技術の伸展と共に、広範囲で多品種の商品が開発されており、お

得意様からのご要請も個別仕様、高品質・高精度・短納期といった多

様な厳しい条件になっております。 

 当社は市場動向を先取りし、より早く先行商品を提供できるように自

社製造（名古屋市内と長野市の2ヵ所に工場開設）による市場開拓をし

てきました。これからも、専門商社としてお得意様の利便性、付加価値

の高い商材提供を目指して、お得意様のご要望を積極的に採り入れ

た商材の開発と提供（石化原料を主体にした工業製品、医薬部外品・

化粧品の商品製造、また電子素材用の樹脂加工等）を図り、地域社会

と共に成長していけるよう邁進してまいります。 

■ＩＴ導入の背景と目的 
・市場ニーズの変化 
 当社の主力事業である化成品卸においては、化学製品の種数が極めて多く需要業種が多岐にわたって、流通
販売業態も一様ではありません。さらに、当社は業容拡大の中で本来の卸売業に加えて医薬品部外品、化粧品
の製造業、さらに電子素材用の樹脂板の加工業と３つの業態を営むに至っております。 
 これら当社事業に由来する複雑多岐にわたる日々の取引処理をＩＴ化することは容易ではなく、１９８０年代から
オフコン活用を始めて徐々にＩＴ化を進めてまいりました。 
 最近では、商品の多様化、高精度、高品質に加えて短納期小ロットというシビアな要求が多くなって、当社の販
売商品数で見ると１０年前には１万品目であった商品が、現在では５万品目を超える商品数と急膨張していること
でも市場動静の激しい業界といえます。 
・商社機能の生産性向上 
 このような市場変化に追従しながら、お得意様へ提供する商品や付随するサービスを適切・的確に応えていく
ためには高度な営業力、営業スキルが必須であり、少数精鋭で取り組んでいる営業員の負担が量的、質的（営
業技術）に厳しくなっており、ＩＴを活用した効果的な支援要請もリアルタイムなＩＴシステム構築の大きな背景です。 

■ＩＴ化の概要 
１．ＩＴ経営実践の支援システム 
・高度な業務指向システムの実現→  本社と営業所（東京・大阪・長野）をオンラインで結び、受注から納品まで
の業務プロセスを可視化して、作業工程の進捗状況、モノの流れを常時把握できるシステム構築 

・お得意様対応をスマートに実現→ 電話、ＦＡＸ注文において、価格、納期、付随条件を即刻回答 
・お得意様への先手営業の実践→ お得意様の在庫予測からご注文を頂く前に御用聞きをしたり、また注文内容
を過去の取決め内容と比較して商品名、数量、納入条件等の確認して発注ミス防止できる支援機能 

２．社内業務の合理化システム 
・経験の浅い担当者でも多様な受発注処理を円滑にできる支援の仕組み 
・個別売上・粗利を取引単位で明確化する→ 受注時に売上額、粗利額（率）を算定し提供できる仕組み 
・営業支援１→ 当社取扱い商品（類似商品、代替品等を含む）の最新情報を常時サービスする仕組み 
・営業支援２→ お得意様別売上、商品別売上傾向分析など営業活動に結び付く情報提供の仕組み 
・受取り証憑を入力後は常に正確性を維持しながら入金管理まで一貫した事務省力化を実現する仕組み 
・業務プロセスの可視化→ 日々の受注・売上や在庫（部材、製品在庫）を常時把握し表示する仕組み 

 
 

中島 俊之 氏 

中島化学産業株式会社 代表取締役社長  



■ＩＴ導入の効果 
１．可視化経営の実現 
 当社のような弱小の化成品卸の専門商社においては、景気動向が事業に及ぼす影響は大きく、化成品業界の
みならず社会情勢を常にウォッチしながら経営のかじ取りをしております。また、お得意様の事業動向や、当社に
注文を頂く発注内容の傾向分析、当社の仕入価格や市場価格の動向など幅広い情報収集と分析、これらをＤＢ
化して経営の意思決定ができる基盤を構築できたことが最大の効果と言えます。 

２．付加価値サービスの実現 
 単に注文通りの商品を納めているだけでは同業他社との差別化はできません。新たな付加価値を用意し、その
価値評価をお得意様に享受して頂きながら、取引多様化にも柔軟に対応できるＩＴシステム実現を図っております。 
業務指向のＩＴシステムとして、今後は商社機能を拡充していけるＩＴデザインを企画して進化させてまいります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営トップより、これから２０年使える意思決定支援システムを構築したいとの強い要請があり、地域密着型の卸・

商社機能のあるべき姿を描き、商社の営業支援の在り方を追求しながら基幹業務システムの基盤が完成し運用

に供している。事務合理化のフェーズは実現できても、リアルタイム経営支援というゴールはこれからで、経営分析、

先行指標に役立つＩＴシステム実現に向けて着実に成長していくITシステムの実現を目指してまいります。 

社名 ： 中島化学産業株式会社  TEL ： 052-561-4595 

代表者名 ： 中島俊之 FAX ： 052-565-1839 

創業 ： 明治２４ 年３月１５日 URL ： http://www.nakajima-chem.com/ 

資本金 ： ２，０００万円 

売上高 ： ４１．２億円（２０１３年度） 

従業員数 ： ４９人（２０１３年度） 

事業内容 ：工業薬品卸 

有機・無機工業薬品・樹脂販売、電気絶縁材料加工・販売、 

化粧品製造販売 

会社概要 所在地：〒 450-0002  名古屋市中村区名駅2-29-20 

ITコーディネータから一言 
株式会社名古屋コンサル２１  代表取締役 ITコーディネータ 高間正俊 氏 
http://www.nc21.jp/ 



中部ＩＴ経営力大賞２０１６ 奨励賞受賞企業 

「あんたがいてくれてよかったわ」そう言い合える会社を目指します 

株式会社 Farm&Gardens（ファームアンドガーデンズ） 

代表者顔写真 

■ＩＴ導入の背景と目的 
 マンション、施設等の建物の資産価値を高める為の造園管理を専門に行っています。各建物の管理組合、管理
会社と植栽管理契約を結び、定期的な植栽管理、造園メンテナンス全般を行います。 
ＩＴを徹底的に活用し、社内外との情報共有化を行い、業務を効率化するとともに、各種提案書のデータベース化
によって迅速な提案が可能になっています。 
 マンション、各種施設のガーデン管理は、従来から造園業者がいわゆる庭師として携わってきましたが、管理組
合や管理会社による管理では一般的な管理しかできないのが実情であり、その建物の資産価値を損なうという課
題があります。 
 そこで、マンション・施設の資産価値を高めるための植栽管理について具体的な管理、あるいはリニューアルに
関する提案を行い、イメージアップに資するガーデンメンテナンスで新規顧客を獲得する戦略を実行しました。 
新規顧客を獲得するためには、顧客の要望を具体化した提案書を迅速に作成する必要があり、各種提案書や施
工事例等をデータベース化により情報共有化を図り、顧客に対する提案力を高める必要がありました。 

■ＩＴ化の概要 
・社内ＬＡＮおよびサーバー等ファイル共有システムの活用 
 

１．データサーバ上に顧客データベースを設け、 
顧客の基本情報の他、現状調査結果、ガーデン 
メンテナンス結果などの顧客情報、提案書など 
を統合データベースとして構築した。 
 

２．上記顧客情報と提案書は社内共有化され、 
提案書パターン化されて広く顧客別に横展開 
提案できるようにした。 
 

３．また、社外からでもインターネットを介して 
スマートフォンやタブレット端末でも簡単に閲覧 
できるようにし、客先でデモが簡単にできるよ 
うに構成した。 

武石 康之 氏 

株式会社Farm&Gardens  代表取締役 

１年を通し、お客様にも、植物にも、地球にも快適な 
環境を作る事を私たちの使命とし、 私たちはその 
環境を作り出すことで、社会に貢献し、お客様に喜 
ばれたい。 
 私たちは、それを自らの喜びと生きがいに感じる 
人々の集まった会社を目指します。  
その想いを込めてFarm&Gardensの経営理念を以下 
の様に宣言します。 



■ＩＴ導入の効果 
１．売上の増加 平成２４年 ⇒ 平成２６年 ４５％増加 
２．新規顧客の獲得 ５社 ⇒ １４社 
３．社内情報共有化が徹底し、提案書の作成業務効率が大幅に改善された。 
４．ガーデン管理提案書、ガーデンリニューアル提案書など多種の提案書パターンが標準化され、経験の少ない

社員でもスピーディに提案ができるようになった。 
５．客先でスマートフォンやタブレット端末を活用し、インターネットを介して提案書のデモが簡単にできるようになり、

新規顧客獲得の大きな武器となった。 

◆営業提案書の例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２３年に発足した若い会社の若い仲間（ベテランもいますが）が新しい庭のサービスを始めました。 
あまり大きな投資をしないで、スマートフォンやタブレット端末などを駆使して、お客様サービス力・営業提案力を 
充実しています。小さな会社の小さなＩＴシステムが大きな成果を挙げる良い事例になると思います。 
 

武石社長はＩＴ活用に貪欲で、いつも新しいＩＴ活用法を研究しながら、良いアイデアがあればすぐ業務に応用して 
成果を引き出すようにしています。今後は、さらに顧客を増やして経営の安定化を図るとともに、優秀な人材の育
成に努め、成長されるように期待しています。 

社名 ： 株式会社Farm&Gardens（ファームアンドガーデンズ）  
  TEL ： 0561-89-7099  
代表者名 ： 代表取締役 武石 康之 FAX ： 0561-89-7098 
設立 ： 平成２３年１０月２０日 URL ： http://www.f-gardens.jp/ 
資本金 ： ５００万円 
売上高 ： ５，０００万円（２０１5年度） 
従業員数 ： １５人（２０１5年度） 
事業内容 ： 造園業およびそれに付随する事業 
         （造園設計・工事・管理・植物の贈答 
         指定管理者コンサルティング 
         貸農園の開発運営・人材育成事業） 
         「365日きれいなお庭」を目指し、 
         お手入れはもちろん、リニューアル 
         や寄せ植え教室などを提供するお庭 
         のトータルサービスです。 

会社概要 所在地：〒４８９－０９１８ 愛知県瀬戸市北脇町40番地2   

ITコーディネータから一言 
株式会社ＡＲＵ  代表取締役  ITコーディネータ  水口和美 氏 
http://www.aruinc.jp/ 
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