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金融機関の渉外担当が

集金や商品案内を訪問先

でスムーズに―さわやか

信用金庫では、携帯電話

を用いたシステムを2012

年、スマートフォン利用に刷

新した。オリジナルの業務アプリケーションが開発できることから

Android端末を選択した。

厳格さが求められているセキュリティ対策は、「KDDI 3LM

Security」の導入や、不要なアプリは操作できないようにするなど

の工夫により、課題をクリアした。

集金・預かり業務の取引情報をサー

バへアップロードする機能、顧客属性、

口座明細、契約状況、交渉履歴など営

業業務に必要な顧客を確認する機能、

モバイルプリンターで預かり書を発行す

る機能などを実現している。

加えて、印鑑照会も客先で行えるよう

になった。

本社所在地
東京都渋谷区
広尾5-19-8

金融業界初のスマホ営業支援システム

さわやか信用金庫
http://www.shinkin.co.jp/sawayaka/index01.html

栃木県の下野新聞社で

は、新しいビジネスモデル

の確立をめざし、株式会

社オフィス・サウスと業務提

携して豊富な地域コンテン

ツをスマートフォンに配信す

る「ご当地ナビ」の提供を開始した。若年層に情報を届けると

同時に東日本大震災の被災により観光客の減少や風評被害に悩

む県内観光地に、多くの顧客を呼び戻したいという意図もあった。

開発に際しては導入側（地域店舗側）の負担を減らすよう、必

要事項を記入してエクセルデータを流し込むだけで情報をアッ

プできる仕組みを構築した。たとえば「宇都宮餃子ナビ」では、

宇都宮餃子会に加盟している餃子店をスマートフォンのGPS機

能を使って近い

店舗から表示

でき、店の詳細

情報や移動ル

ートなどを確認

できる。

本社所在地 栃木県宇都宮市昭和1-8-11

地域情報を届け活字情報と相乗効果

株式会社下野新聞社
http:// www.shimotsuke.co.jp

自治医科大学では、応急

救護人（First Responder:

FR）がいち早く現場に駆け

つけられる仕組みの実証

実験を行った。119番通報

から10分以内に救急車が

到着できない場合、FRが出動すると患者の社会復帰率が約

29％向上するという。

FRは、出動可能かどうかのステータス情報（および位置情報）

を専用のスマートフォンアプリから登録。事案が発生すると消防

は現場に近く出動可能であるFRに予告指令、本指令を送る。

FRが現場の情報を画像伝送するシステムには「VISTA FIND-

ER MX」を採用した。

本社所在地 栃木県下野市薬師寺 3311-1

応急救護人出動指令にGPS活用

学校法人自治医科大学
http://www.jichi.ac.jp/

クレジットカードが普及

し、カード決済を希望する

顧客が増えている。しかし、

カード決済用の端末は高

価であり、導入を躊躇して

いる店舗もあった。

東京都の飲食店「太陽のトマト麺」では、iPadとモバイル決済

システム「PayPalHere」およびモバイルプリンターを導入。費用を

抑えたカード決済システムで、機会損失を防ぐことができた。

クレジットカード利用者は現金支払いのケースに比べ平均客単

価が1.5倍以上になっている。認知度向上によりリピーターの増加

やさらなる客単価の増加に期待がかかる。

また、食材の発注業務を パソコンからiPadへ切り替えた。

パソコンに比べて

起動時間が速く、

利用場所も選ばな

いため必要な時に

すぐ発注できるよう

になった。

本社所在地 東京都足立区西新井栄町2-6-10

飲食店にてiPadによるクレジット決済

太陽のトマト麺西新井支店
http://ameblo.jp/taitoma417/

MCPC award 2013 奨励賞

さわやか信用金庫
MCPC award 2013 奨励賞

株式会社下野新聞社

MCPC award 2013 奨励賞

太陽のトマト麺 西新井支店
MCPC award 2013 奨励賞

学校法人自治医科大学

活用分野 渉外業務支援

業種 金融業

端末

Android、デバイス制御
セキュリティサービス、
アプリケーション開発

スマートフォン

テクノロジ

活用分野
地方活性化のための情報
サービス

業種 情報通信業

端末

スマートフォンアプリ、
GPS

顧客のスマートフォン

テクノロジ

活用分野 応急救護人の出動要請

業種 学校法人

端末

位置情報、画像伝送シス
テム

スマートフォン

テクノロジ

活用分野 クレジット決済

業種 飲食業

端末

スマートフォン／タブレッ
ト決済システム

タブレット

テクノロジ

スマートフォンは「G'One
IS11CA」。画面をカスタ
マイズし、業務に関係の
ない情報がメニューに出
ないようにしている ご当地ナビのイメージ

見やすいメニュー画面

モバイルプリンターとの組
み合わせで専用機がなくて
もクレジット決済が可能に

119番通報 

コミュニティ 

・AED等を持っていく 
・実施する応急手当の質が高い 

消防機関から出動指令 

到着までの間 
FRが対応 消防機関 

AED

ファーストレスポンダー 
一般人等（消防機関から十分な訓練を受けている） 
FR

GPSでステータスを示しておく 

図　応急救護人出動指令システム
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