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図書館に対する各種支援サービスを提

供する図書館流通センターは、書誌デー

タベース（TRC MARC）の作成や図書館

業務向けのシステム開発などとともに、

図書館におけるカウンター業務の受託事

業も展開。現在、約150カ所の図書館に計

2000名程度のスタッフが勤務している。

同社では以前、スタッフの勤怠管理に

タイムカードや手書きのシートなどを利

用し、本部社員が毎月手作業で集計して

いた。しかし、現場スタッフ数が増える

に伴って本部の作業負荷が増大した。同

社の吉田直樹氏は、「締め日の関係で毎月

のチェック・集計も時間に追われ、本来業

務の時間を割かなければいけないような

状況になりました」と振り返る。

この課題を解決したのが、携帯電話を

用いたオンライン勤怠管理システムだ。

職場となる各図書館にBREWアプリを組

み込んだau携帯電話計170台を配備。ス

タッフにQRコードを入れた社員証を付与

し、出勤時・退勤時に端末のカメラでQR

コードを読み取るだけで、日々の業務時

間を本社側のサーバに集約できるように

した。「固定の設備を導入するのが難しい

場合もあるので、モバイルを利用

したシステムは最適でした」と吉田

氏はいう。

本社側の作業も大幅に軽減され

たうえ、勤怠情報を日次で把握で

きるようになったため、時給制で

働くスタッフへのより柔軟な対応

も可能になった。また、スタッフからは、

システムの簡便さについて高い評価を得

ている。

今後は、経費や交通

費の精算、有給休暇

管理などでの活用も検

討していく考えだ。

業務受託先での勤怠管理に携帯電話＋QRコードを活用

所在地 事業内容
●Profile 東京都文京区

大塚3-4-7
図書館向けの図書流通、図書検索／貸出・返却などのシ
ステム開発・提供、図書館運営・図書館業務受託など

株式会社図書館流通センター

業務受託先での勤怠管理
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QR
コード

業務アプリ
（BREW）

活用分野

キーテクノロジ

MCPC推奨事例

図書館向け支援事業業種

レディースファッションの企画・製造・

販売を手がけるラブリークィーンは、大

手量販店への出店を中心に全国670店舗を

運営する。

大手量販店では、フロアの総合レジで

会計を行うことが多く、出店企業は日

次・週次の売上集計に時間がかかる傾向に

ある。また、情報収集のためのPOSやPC

の設置場所、通信手段を確保するのも、

専門店でなければ難しい。同社では、こ

の課題を解決するため、ソフトバンクの

携帯電話（702NK）とBluetooth対応バー

コードスキャナを端末とする自社システ

ムを構築。この端末はOSがSymbianであ

ったため、アプリケーションを開発しや

すかった。

新システムは、年輩の店頭販売員にも

「操作が簡単」と好評。接客の合い間の短

時間に売上データを作成、日次単位で本

社に送信し、迅速な売上集計が可能にな

った。また、商品の入出荷情報や購入客

データ（年代、体型など）を、携帯電話端

末から離れた場所でもバーコードスキャ

ナで入力できることにより、容易に収

集・管理ができるようになった。

導入支援としてコールセンターを設け

ていたが、ソフトウェアバージョンが上

がるにつれシステムの安定性が高まり、

コールセンターへの問い合せは現在、導

入100台あたり3～4件に落ち着いた。

社内で求めるベーシックな機能を整え

た現在、次のステップとして携帯電話側

にデータベースを持たせ実行速度を上げ

る仕組みなども模索しているという。

携帯電話をPOS代わりに670店の売上集計を迅速化

ラブリークィーン株式会社
http://www.lovelyqueen.co.jp/

所在地 事業内容
●Profile

岐阜県岐阜市加納寿町2-5
レディースファッション
の企画・製造・販売

ラブリークィーン 株式会社

売上管理 商品情報・
顧客情報管理

PDA Bluetooth 業務アプリ

活用分野

キーテクノロジ

レディースファッション
企画・製造・販売業種

ヨガ関連グッズのECポータルサイト「ヨガ

タウン」（http://www.yogatown.jp/）で、

2007年11月から新サービスが始まった。ヨ

ガスタジオのレッスンチケット予約・購入か

ら決済（クレジットカード）まで行える「ヨガ

チケ」である。

ヨガタウンを運営するヨガタウン（旧ロ

ハスコミュニケーション）およびヨガ関連

グッズの製造・輸入・販売会社ヨガワーク

スを経営する綿本哲社長は、「ヨガスタジ

オの多くがインターネット未導入という

現状を捉え、ネット上で手軽にチケット

を購入できる仕組みによって各スタジオ

の新規顧客を掘り起こし、ヨガマーケット

の拡大を図りたいと考えました」と語る。

その仕組みは、①利用者がチケットを

予約・購入すると、②利用者の携

帯電話（またはPC）にQRコードと

8桁のパスワー

ドがメール送信

され、③スタジ

オ側では「暗号

化QRコードチ

ケット発行確認

アプリ」を搭載したauの携帯電話を使い

QRコードを読み込み、パスワードを入力

すれば、④サーバとの間で認証が行われ

利用者本人がどうかを確認できる。チケ

ット購入者の認証にも携帯電話を用いた

ことが同サービスの大きなポイントとな

っている。ヨガスタジオ側は、ヨガタウ

ンに登録し認証用携帯電話を導入するだ

けでネット予約の仕組みを活用できる。

これまでにヨガチケを採用したスタジ

オでは、毎月10名以上の新規顧客を獲得

できている。また、イベント会場などで

レッスンを行う場合も、認証端末を持ち

運べる便利さが評価されているという。

ヨガスタジオに“手軽”なネット予約サービスを提供

有限会社ヨガワークス
http://www.yogaworks.jp/

所在地 事業内容
●Profile 東京都中央区銀座

3-10-15 東銀2ビル2F
ヨガマットなどの製造・輸入・販売（ヨガタウン社はECポ
ータルサイト「ヨガタウン」を運営）

有限会社ヨガワークス

予約受付・
決済サービス

ユーザー
認証

携帯
電話

QR
コード

業務アプリ
（ユーザー認証）

活用分野

キーテクノロジ

MCPC推奨事例

ECポータルサイト運営
（ヨガ関連サービス）業種

全国約150カ所 

勤怠管理 
システム 

勤怠情報 
収集サーバ 

定期的に 
出力 

定期的に 
取出 

管理拠点 

図書館 

読み 
取り BREW 

アプリ 

社員証 

図書館 

スタッフ 

スタッフ 

社員証 

CSV

●勤怠管理システムの流れ

予約システム 

①予約・決済 ②手続き 
完了通知 
（QRコード送付） 

③QRコード 
    読み取り 

ヨガ教室 

④照会 

⑤チケット発行 

顧客 

来店 

QRコード 

●「ヨガチケ」の概要

株式会社図書館流通センター
http://www.trc.co.jp/

綿本哲社長

担当の吉田直樹氏

MCPC推奨事例

映像コンテンツなどに関するビジネス

開発やプロデュース、流通・プロモーショ

ンといった“コンテンツキャピタル”事業

を展開するシンクは、従来からの

「Microsoft Exchange Server 2003

SP2」を用いた社内情報共有の仕組みに、

モバイルツールとしてソフトバンクのス

マートフォン「X02HT」を導入した。

テクニカルディレクターの高木裕吉氏

は、「以前からVPNやOutlook Web

Access（OWA）によるノートPC・自宅PC

の利用に加え、Outlook Mobile Access

（OMA）を使って携帯電話からも社内ネッ

トワークへアクセスできる環境を整えて

いましたが、Windows Mobile対応の

X02HTに変えれば、アプリケーションが

より開発しやすくなり、さまざまな機能

拡張ができると考えました」という。

具体的には、ExchangeとX02HTを

Direct Pushにより同期させることで、外

出先でのリアルタイムなメール確認、共

有連絡帳やメール上の電話番号をワンク

リックするだけの電話発信などを可能と

した。これにより、業務効率化・社内外の

コミュニケーション活性化が進み、ビジ

ネス機会損失も防げるようになった。ま

た、作成した映像コンテンツをX02HTで

再生し顧客にプレゼンを行うなど、営業

活動にも役立てている。今後は営業報告

や勤怠報告にも活用していく考えだ。

さらには、アニメ制作支援事業でもモ

バイルの有効活用を計画している。同社

は複数の場所で手書きされる膨大なアニ

メ原画の情報整理と進捗管理を自動化す

るツールを作成しているが、この仕組み

をモバイルにも対応

させたいとのことだ。

スマートフォンとExchangeの連携で業務効率を大幅向上

所在地 事業内容
●Profile 東京都港区虎ノ門5-11-1 オラ

ンダヒルズ森タワーRoP 708
映像作品のプロデュース事業、投資・コンサルティング事業、映像制作会社向
けソフト開発事業、インターネットを用いた企業広報宣伝などITサービス事業

株式会社シンク

情報共有 営業支援

スマート
フォン

Windows
Mobile

Exchange
Server

活用分野

キーテクノロジ

MCPC推奨事例

コンテンツキャピタル、
Webサイト構築業種
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●PIMとメールのリアルタイム同期

株式会社シンク
http://www.think.ne.jp

専務取締役管理本部長
・マーケティング本部長　
井上真典氏

システム部部長
中西阜氏

X02HTでのコンテンツ再
生イメージ


