
クラウドでさらに拡がる

お客さまご導入事例集（ 流通・卸業向け販売管理システム ）
矢野電産株式会社 様、株式会社光電業社 様

30年にわたる流通・卸業での対応実績・ノウハウを結集した
販売管理システム MetaForce

さらに便利に、安全に使えるクラウドサービスに対応しました

このクラウドサービスを早速ご導入いただいたお客さまに
ご導入のきっかけや使い勝手などをおうかがいしました

パナソニック インフォメーションシステムズ
MetaForceのサイト：
http://service.is-c.panasonic.co.jp/products/metaforce/

災害時の事業継続災害時の事業継続 データバックアップなど

IT運用の工数を削減
データバックアップなど

IT運用の工数を削減

IT 新技術への対応IT 新技術への対応 低価格で迅速な利用低価格で迅速な利用

防災設備の整った
データセンター

専用サポートデスクなど
万全のサポート体制

当社エンジニアが
IT運用のすべてを担当

機器やネットワーク管理、
OSのバージョンアップなどを
当社が実施

機器購入などの初期投資を削減、
短期間での利用開始が可能
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As a Service
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矢野電産株式会社 様 （愛知県瀬戸市）

矢野電産株式会社は、1946年

に電磁器販売を行う矢野商店と

して創業、矢野電陶株式会社を

経て現在に至る。愛知県瀬戸市

と岐阜県多治見市、中津川市に

営業所を持ち、社員数は28名。

特定の企業に特化するのではな

く、幅広く地元の企業に密着し

た営業活動を行い、そのニーズ

への対応力が高く評価されてい

る。

矢野電産株式会社
代表取締役社長
矢野 哲也 氏

矢野電産株式会社
阿部 めぐみ 氏

システムのカスタマイズは限界！
→電材卸業向けの「MetaForce」を導入

サーバ運用の脱却に向けてクラウド版への切り替えを決断

日々の処理速度が大幅に向上し、業務の効率化も実現

さらに早さと正確さをITで追求、お客さまに貢献へ

パッケージシステムをカスタマイズして使用していました。そのパッケージシステ

ムからMetaForceに切り替えた理由として、矢野電産株式会社 代表取締役社長の

矢野哲也氏は、「一般の販売管理パッケージシステムのカスタマイズには限界を

感じていました。機能や業務の進め方など、どこかで無理が生じます。そのため、

電材卸業用に作られたパッケージを導入したいと考えていました」と語ります。

MetaForceの導入から7年、システムの機能は問題がなかったものの、いくつか課

題が出ていたと矢野氏は語ります。「一番大きな課題は、自社で管理していたサー

バ運用の問題です。運用担当の専任者は置けないので、日々のバックアップ処理

や機器トラブル対応などをなるべく減らしたいと考えていました。」実際に運用

を行っている矢野電産株式会社の阿部めぐみ氏も、「バックアップ装置やハード

ディスクなど、トラブルによりシステムが使えず業務に影響が出ることもありま

した」と振り返ります。この課題を解決する方法として、クラウド版への切り替え

を決断されました。

クラウド版の導入による変化について、阿部氏は「サーバのメンテナンスやバック

アップが不要になったことで、毎日のテープ交換や毎週のテープ装置のクリーニ

ングが不要となり、運用はかなり楽になりました」と語ります。それだけでなく、

「処理速度の向上は期待以上のものがあった」（阿部氏）と言います。月に延べ

2時間以上かかっていた売上請求処理が40分強に短縮されるなど、全体の業務で月

の処理時間が約4分の1に短縮できたとのことです。動作についても阿部氏は、

「ネットワークを経由したシステムですが、画面の表示や処理も以前と変わりませ

ん」と語り、クラウド版の導入に手ごたえを感じておられる様子でした。

今後の展望として、矢野氏は『お客さ

まへの早く正確な情報提供の推進』と、

『シンプルな営業活動の実現』の2点を

挙げられます。「POS・バーコードに

よる管理のシステム化を検討していま

す。新鮮で精度の高い情報をタブレッ

トで照会できれば、営業先でもお客さ

まのご要望に即応できますし、その場

で情報の打ち込みを行えば、商品提供

の迅速化と業務の効率化にも繋がりま

す。クラウド版の導入を 大限に活用

する取り組みを進めていきたいと考え

ています」（矢野氏）と期待を示され

ました。

■導入の概要

■インタビューのご回答者様

2014年1月に、サーバを自社

で管理するMetaForce（オン

プレミス型）から、

MetaForce（クラウド型）に

移行。受発注・在庫管理・売

上管理の機能を業務で利用さ

れている。

サーバ管理と処理時間の大幅な短縮で
業務の効率化に貢献

早く正確な情報・商品提供ができる
販売管理基盤として活用

【導入効果の具体例】

システムの起動

日次処理（バックアップを含む）

売上請求処理

※時間は概算です
※すべてのお客さまの環境で同じ効果が

あることを保証するものではありません

矢野電産株式会社

http://www.yanodensan.co.jp/

（取材は2014年5月15日）
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22分/日

3分/日
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入替後

130分/月

42分/月
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切替後

矢野電産株式会社様では2007年まで、複数業種を対象とする販売管理



事業継続に影響するデータ消失のリスクを回避

視認性の向上、処理速度の改善による
業務効率化を実現

株式会社光電業社 様 （大阪府大阪市）

株式会社光電業社は、1946年

の創業以来、大阪市平野区を拠

点に電設資材の総合卸業を営ん

でいる。社員数は２２名。長年

のノウハウを活かした総合的な

提案力が評価され、幅広いお客

さまに貢献を続けている。

株式会社光電業社

http://www.e-hikari.co.jp/

株式会社光電業社
代表取締役社長
廣澤 和明 氏

株式会社光電業社
取締役統括部長
山道 幸雄 氏

大のリスクは災害の発生によるデータの消失

災害対策が整った“安全なクラウド環境” で“安心の運用” へ

使い勝手も向上し、効率的な販売管理運用を実現

より効果を生み出すクラウドの利用へ向けて

株式会社光電業社様（以下、光電業社）は、コンピューター導入当初か

らパナソニック インフォメーションシステムズ株式会社（以下、パナ

ソニックIS）の販売管理システムを使われています。株式会社光電業社

代表取締役社長の廣澤和明氏は「動作上問題はなく、使い続けてもよい

廣澤氏は「当然ながらバックアップは取っ

ていましたが、災害でシステムが使えなく

なったりデータが消えたりする可能性は

あります。お客さまにも大きなご迷惑をお

かけする、そのことは避けなければならな

いと考えました」と導入を決めた背景を話

します。従来のオンプレミス型のシステム

では、オフィス内にサーバを置く必要があ

りますが、限られた空間では専用のスペー

スを設けることは難しく、光電業社でも

「業務フロアの一角に置く形でした」（山

道氏）とのこと。クラウド版のサーバは、

耐震・防火などの災害対策が施された

データセンターで管理されており、災害

によるデータ消失のリスクを極小化でき

ます。また、通信回線さえあれば

導入後の変化について山道氏は、「動作が軽快になり便利になった印象です。ま

た、マイナスデータが赤字で表示されるなど、細かなところも改善されています」

と評価されます。他の社員の方からは、「操作面で少し慣れが必要な部分はありま

すが、これまでの機能がそのまま使えるので、戸惑うことはありません。特に日次

処理などの時間のかかる処理が短縮されたことは嬉しいですね」との話をいただ

きました。もちろん、クラウド版の利用によって、データ消失のリスクは大幅に低

減され、安定した業務運用に寄与しています。

クラウド版は、常に新しい環境・新しい技術が反映できるのも特長です。今後の展

望について廣澤氏は、「月次課金のシステムは、買い取りのシステムに比べると、

どうしても費用で上回るときがやってきます。費用対効果の面でも、クラウド版

のメリットは常に意識していきますし、パナソニックISにも検討をお願いしたい」

と語ります。山道氏も、「在庫管理など使いこなしができていない機能がたくさん

あります。管理のための人手やお客さまへの即応性とのバランスを考える必要はあ

りますが、使用業務の拡大も考えていきたい」と期待感を示されました。

■導入の概要

■インタビューのご回答者様

サーバを自社で管理する

MetaForce（オンプレミス

型）から、MetaForce（クラ

ウド型）に移行。受発注・売

上管理の機能を業務で利用さ

れている。

（取材は2014年5月27日）

データ

［お客さまのオフィス］

【オンプレミスの場合】

火災などの災害により、

オフィスに置かれている

データも同時に消失する

可能性がある

データ

［データセンター］
【クラウドの場合】

防災設備完備（※）の

データセンターなので

データ消失の可能性を

低減できる

※…免震構造、自家発電装置、

窒素ガス消化装置 など

と考えていた」と言われます。株式会社光電業社 取締役統括部長の山道幸雄氏も

「MetaForceでは伝票発行なども改善されていて、大きな不満はありませんでし

た」と振り返ります。その光電業社がクラウド版の導入を決めたのは、災害への

リスク対策からでした。

どこからでも業務が再開できる業務継続性が評価されたのです。



クラウド版の特長

1年目 2年目 5年目

…

…

機器導入費

保守費用

1年目 2年目 5年目…

初期構築費

…

初期構築費

費用

サービス

利用料

オンプレミス版の場合

機器を導入する費用が大きくかかる上、年間の保守費用や、老朽

化による機器の更新費用 などもかかります。

また機能の追加には、機器の追加・変更が必要になる場合も…。

クラウド版の場合

サービスの利用料に機器の費用が含まれます。機器の更新も特別な

費用なく当社側で実施 するため心配ありません。

さらに、機能の追加もサービスメニューの追加だけで済むため、

お試しで機能を使ってみる といったこともできるようになります。

機器更新費

【クラウド版の場合】【オンプレミス版の場合】

他にもクラウド版にはお客さまのお役に立つさまざまな特長があります。
詳しくは下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。

設備の保守点検などで電気が使えなくなる
と、システムが何も使えなくなってしまい
ます。雷など突発の停電では、機械の故障
を招き、データが消えてしまう恐れも。

事務所で管理されるサーバは、さまざまなトラブルや問題を抱えています。

クラウド版は、事務所でのサーバ管理が不要になるため、
こうしたトラブルや問題から解放されます！

費用

費用のご負担方法も変わります費用のご負担方法も変わります

ハードディスクなど、機械部品には故障が
つきものです。ベンダーの保守要員の到着
には時間がかかるため、修理が終わるまで
長くシステムの使えない時間が発生します。

コーヒーやお茶などをこぼしてしまう経験
は誰にでもあるものですが、少量であって
もサーバには故障に繋がる大きなリスクで
す。システムが止まり、業務に影響も。

衝撃に弱いのもサーバの特徴です。台車や
椅子が当たることで内蔵されたディスクが
破損し、データの読み出しが不可能になる
ことも。

毎日の締め処理を行ったあとにバックアッ
プを取る…これらの運用には人手が不可欠
ですが、忙しい時期には時間がずれ込んで
深夜に及んでしまうこともあります。

サーバには電源やネットワークなど、多く
のケーブルがあります。これらの配線は事
故の原因ともなり、さらにシステムが使え
なくなるリスクをはらんでいます。

サーバは徐々に老朽化し、処理が遅くなり
業務が遅滞することもあります。しかし、
償却が済むまでは入れ替えることも難しく、
非効率な業務を継続することになります。

●お求め、ご相談は ・・・

停電！停電！ 故障！故障！ 水濡れ！水濡れ！

衝撃！衝撃！ 運用！運用！ 配線！配線！ 老朽化！老朽化！
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