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約 1 万 2000 点の什器備品を
クラウド版 Convi.BASE と

アウトソーシングサービスで管理し、
導入以来、棚卸し照合率 100％をキープ

双日株式会社は、旧ニチメンと旧日商岩井が 2004 年に合併してで
きた総合商社です。ともに長い歴史を持つ両社が合併した経緯もあ
り、什器備品はそれぞれ別々に管理していましたが、2012 年の本
社ビル移転に合わせて、総務課が管理する約 1 万 2000 点の什器備
品をクラウド版 Convi.BASE で統合管理することを決断。以来、
照合率 100％という高い精度の現物照合を実現しています。システ
ムの選択・導入に携わった同社の総務課、およびオフィス・社宅等
不動産の管理業務を担っている双日総合管理の皆様に、導入経緯と
具体的な活用状況を伺いました。

双日株式会社
〒100-8691

東京都千代田区内幸町2-1-1

代表番号 03-6871-5000

https://www.sojitz.com/jp/

双日株式会社

も、我々にはどこに貼るのが最適なのか

分かりません。管理する什器備品は東

京・大阪合わせて1万2000点ありまし

たので、コンサルティングサービスとア

ウトソーシングサービスはぜひ活用しよ

うと考えました。

アウトソーシングサービスを活用して
ラベル貼りと棚卸しを実施
棚卸しでは現物照合率100％をキープ

＿導入時のコンサルティングサービス、

ラベル貼り等のアウトソーシングサービ

スについてのご評価をいただけますか。

堀川氏　導入前のコンサルティングサー

ビスでは、作業手順のフローチャート作

成や項目設定、ラベルの名前の付け方、

さらには弊社の固定資産システムとの

マッチングなどを考慮して適切な導入計

画を立てていただけました。ミーティン

グを重ねるうちに、お互いが納得できる

本社オフィスの移転を機に刷新した什
器備品 約1万2000点の統合管理を目
指してクラウド版Convi.BASEを選択

＿Convi.BASEを導入されることになっ

た経緯をお聞かせください。

井元氏　弊社は旧ニチメンと旧日商岩井

が2004年4月に合併して誕生した会社

です。その歴史的な経緯もあり、合併後

もそれぞれの什器備品を転用していまし

たが、2012年に現在のオフィスに本社

を移転した際、そうした什器備品を一新

したことを契機として、現物照合も効率

的に管理することとし、什器備品管理の

ため照合システムを検討することになっ

たのです。

＿Convi.BASE を知ることになったきっ

かけ、選択された理由をお聞かせください。

井元氏　物品管理のシステムを調べてい

たところ、たまたま展示会でネットレッ

クスさんのデモを見たのがきっかけでし

た。その後、数社にデモを見せていただ

きましたが、やはりConvi.BASEの特徴

である、バーコードで什器備品を管理で

きる点に魅力を感じました。また、

Convi.BASEは管理項目を自由に設定で

きるので、弊社の会計システムとの連携

もよく、資産物品管理システムとしての

導入実績が断トツであったのも安心感に

つながりました。また、システムだけで

なく、実際に現物照合作業が実施できる

よう作業手順の整理から、作業員の手配

までワンストップで対応可能だったこと

も大きな要因です。なお、今回はクラウ

ド版を導入しましたが、事前に弊社の情

報企画部にクラウドの安全性を確認して

もらい、まったく問題ないという判断で

した。

＿導入時のコンサルティングサービス、

ラベル貼りや棚卸し業務のアウトソーシン

グサービスも活用されたと伺いました。

堀川氏　たとえばラベルを1枚貼るので

右から　双日人事総務部 総務課 課長補佐 井元正典 氏
　　　　双日総合管理 PM事業本部 FS 事業部 担当部長 堀川隆夫 氏
　　　　双日総合管理 PM事業本部 FS 事業部 主任 高橋博行 氏



井元氏　すでに、2014年9月、2015年

3月、2015年9月に棚卸しを実施し、3

回続けて現物照合率100％をキープでき

ていますので、現時点ではそれ以上は望

んでいません。本当に満足しています。

今後は当社の社宅・寮の備品などの管理

対象の拡大だけでなく、現物照合に近い

業務フローへの展開など、システムの機

能を幅広く利用できないかを検討したい

ですね。

＿ありがとうございます。最後に、ネッ

トレックスへのご要望がありました、お

聞かせください。

堀川氏　ぜひ、現在のアウトソーシング

サービスとサポートのレベルを維持して

いただければと思います。ソフトウェア

の操作性や機能について、細かい部分で

の改善希望もありますので、そこはぜひ

対応していただけるとうれしいですね。

高橋氏　現場の担当としては、今後も現

物照合率100％を続けたいと考えていま

すので、ぜひ、引き続きご協力いただけ

ればと思います。

＿ありがとうございます。今後も、より

満足していただけるように、ソフトウェ

ア、サービスのクオリティ向上につとめ

てまいります。本日は、貴重なお話をあ

りがとうございました。

ところまでいけたと思います。導入時の

ラベル貼りも、約1万2000点の什器備品

を3日で完了しました。実作業は約2.5日

で残りはチェックです。あらかじめ物品

によってラベルを貼る位置を決めたり

チームごとに作業を分担してすすめたり

するなど、非常に効率的だったと思いま

す。もしも我々自身で作業していたら、

とても3日では終わらなかったでしょう。

＿棚卸し業務のアウトソーシングサービ

スについてはいかがだったでしょうか。

堀川氏　これまで、すでに3回、期末ご

とに棚卸しを実施していますが、すべて

現物との照合率100％を達成していま

す。1つでも照合できないと追跡して調

べる必要がありますから非常に助かって

います。なお、弊社ではフロア図に什器

備品を書き込んだ図面を作って管理して

います。棚卸し作業で物品のバーコード

を読み取る際にはこの図面を参照しなが

ら作業しますので、ネットレックスさん

には図面との食い違いも確認していただ

き、図面のアップデートにも貢献してい

ただきました。

会計システムとのデータ連携に
も柔軟に対応できて、
操作性・サポートともに満足

＿Convi.BASEのソフトウェアの機能・操

作性、サポート面の評価はいかがでしょうか。

堀川氏　双日においては、サーバ上の会計

システムで固定資産管理を行っています。

会社の決算情報のベースになる非常に重要

なデータなのですが、Convi.BASEは、こ

の会計システムの固定資産データを手軽

に取り込める柔軟性を持っています。会

計システムから必要な情報を簡単にイン

ポートできるので二重管理も防げます。

また、サポート面もとても満足していま

す。電話はすぐにつながりますし専門知

識を持った担当者がしっかり対応してく

れます。たとえば、以前、ラベルプリン

タの設定がわからなくて電話で問い合わ

せたのですが、丁寧に対応してもらえま

した。

高橋氏　今回、棚卸し作業の現場に立ち

会い報告書のとりまとめ等を担当しまし

た。また、実際にハンディターミナルを

持ってバーコードを読み取る作業も、一

部担当しましたが、まったく問題なく完

了できました。私は運用がスタートして

から管理に関わることになったのです

が、固定資産を管理しているシステム、

Convi.BASEによるクラウドでのデータ

管理、そしてハンディターミナルによる

読み取り作業の3つが、とてもスムーズ

につながっていると感じます。当初の導

入コンサルティングでの設計がしっかり

していたからだと思います。

定期的な棚卸し業務における現
物照合率100%の継続を目指す

＿「Convi.BASE」の今後の活用について

お聞かせください。

双日株式会社 人事総務部 総務課 
課長補佐 井元正典 氏
「今回は、クラウド版の Convi.BASE を導入す
るとともに、導入時のコンサルティングサービ
ス、ラベル貼りや棚卸し業務のアウトソーシン
グサービスを利用しました。」

双日総合管理 PM事業本部 FS事業部 
担当部長 堀川隆夫 氏
「什器備品にラベルを貼る作業は、もし我々自身
でやっていたら、とても 3 日では終わらなかっ
たでしょう。」

双日総合管理 PM事業本部 FS事業部 
主任 高橋博行 氏
「現場を担当する立場としては照合率 100％を
キープできるように、引き続きネットレックス
さんにご協力いただきたいと思います。」

株式会社ネットレックス
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町3-11-10 PMO日本橋茅場町ビル8Ｆ
Tel. 03-5643-6743  https://www.netreqs.co.jp
Convi.BASE サイト▶https://convibase.jp

●会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
●本事例中に記載の所属・役職・社名および内容はインタビュー当時のものとなります。詳細はお問い合わせください。

2016.03
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分散していた資産管理を
「Convi.BASE」で統合

公益財団法人がん研究会は、明治41年に設立された日本最初のがん
専門機関です。「がん克服をもって人類の福祉に貢献する」という
基本理念を達成するため、研究所、病院、および化学療法センター
等で組織されています。医療機関であるため、医療機器や検査装置
など、さまざまな資産を保有していますが、これまでは、組織ごと
にバラバラに管理していました。ところが、2011年の内部監査を
きっかけに、より厳格な資産管理を求められるようになり、それが
「Convi.BASE」の導入へとつながりました。製品の選定・導入に
携わった皆様に、その経緯について伺いました。

公益財団法人 がん研究会
〒135-8550

東京都江東区有明3-8-31 ( 臨海副都心 )

代表電話 03-3520-0111

http://www.jfcr.or.jp

公益財団法人 がん研究会

展示会で知り合ったキヤノンITソリュー

ションズさんにご紹介いただいたのが

「Convi.BASE」でした。2013 年の夏から

本格的な調査を開始し、最終的に 5 製品か

ら 2 製品に絞り込んで比較・検討を重ねま

した。そして、2014 年の年明けに、正式

に「Convi.BASE」に決定し、3 月には稼

働を開始しています。「Convi.BASE」で特

に高く評価したのは、次のような機能です。

・一覧表示画面でフィルターによる

　ソートができる。

・ラベルプリンタによる印刷が容易。

・バーコードの管理ラベル出力が可能。

・項目の自由度が高い。

・外部データを取り込む機能が強い。

また、全体的にシステムとしての完成度

が高く、導入後、すぐに利用できて、か

つコストパフォーマンスが高かったこと

も大きな理由です。

コンプライアンス部門の内部監査に
より固定資産管理の問題点を指摘

＿「Convi.BASE」を導入されることに

なった経緯についてお聞かせください。

松井氏　当研究会は、大きく研究所、病

院、化学療法センターの3つの組織に分か

れています。医療機器や研究装置などの

高額の機器も含めて、これまでも20万円

以上の物品は固定資産として管理してい

ましたが、システム化されていたわけで

なく、各組織がバラバラに管理していた

のが実態でした。管理方法も、ある組織

はExcel、別の組織は紙の台帳というよ

うに統一されておらず、固定資産を一括

で会計処理する財務部門との整合性も不

十分でした。じつは、こうした問題は、

今から約3年前の2011年、コンプライア

ンスを担当する部署が実施した内部監査

で浮き彫りになりました。その結果、よ

り精度の高い資産管理が求められるよう

になり、「Convi.BASE」を導入するこ

とになったのです。

＿固定資産を各組織で別々に管理してい

たことによる弊害は、現場にもあったの

でしょうか。

志田氏　財務部門では、20万円以上の物

品を固定資産台帳に登録していましたの

で、新しく購入された物品の設置場所や

名前などを確認しなければなりません。

そのため、月に一回は、メモを取りなが

ら各組織を回り、物品を1つずつ確認す

る作業が必要でした。

機能とコストパフォーマンスを評価
して「Convi.BASE」を導入し、現在、
約8000件のデータを登録・管理

＿「Convi.BASE」を選択された理由を

お聞かせください。

鈴木氏　資産管理の統合の為に資産管理

のソリューションを探していたときに、

［販売パートナー］

左から  経営本部 経営管理センター 購買・IT 推進部 IT 推進課　鈴木実 氏
 財務部 経理課　志田美枝子 氏
 購買・IT推進部 購買・施設課　松井真一 氏



株式会社ネットレックス
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町3-11-10 PMO日本橋茅場町ビル8Ｆ
Tel. 03-5643-6743  https://www.netreqs.co.jp
Convi.BASE サイト▶https://convibase.jp

考えています。医療機器は外観が似たもの

が多く、名前や型番だけでは区別が難しい

場合も少なくありません。このため、撮影

して画像を登録しておけば、棚卸しのとき、

誰が担当になっても間違いを防ぐことがで

きます。また、保守期限や更新期限がある

資産も多いので、こうした情報も登録し、

どのタイミングで何を更新すればよいのか

が、わかるようにしたいとも考えています。

＿ネットレックスに期待することがあれ

ば、お聞かせください。

鈴木氏　活用方法も含めて、さまざまな情

報を提供していただければと思います。機

能強化やバージョンアップの情報はメール

で受け取っていますが、他の情報に埋もれ

てしまいがちですので、我々に有用と思わ

れる情報があったら、ぜひ積極的に教えて

いただきたいですね。

＿情報提供や活用方法の提案は、ぜひ積極的

に対応させていただきます。本日は、貴重な

お話をいただき、ありがとうございました。

＿現在は、どのような使い方をされてい

るのでしょうか。

鈴木氏　「Convi.BASE」導入後は、20

万円以上の物品だけでなく、20万円未満

の物品を購入した場合も「Convi.BASE」

に登録し、ラベルを印刷して貼るよう

にルールを改訂しました。いまは、3つ

の組織それぞれが、物品購入時に必ず

「Convi.BASE」に登録しています。また、

既存の20万円以上の資産についても、現

在、確認しながら登録しているところで

す。その結果、現在、約8000件のデータ

が登録されています。なお、本格的な棚卸

しは今後実施する予定です。

購入物品の確認作業が効率化し、
監査にもしっかり対応できる仕
組みを構築

＿「Convi.BASE」による具体的な成果は

出ていますか。

志田氏　以前は、毎月 1回、各組織を回っ

て購入された物品を確認していましたが、

いまは「Convi.BASE」の画面を見れば、

すぐに確認できるようになりました。また、

確認ミスや登録漏れがなくなったのも大き

な成果だと思います。さらに、毎月、病院

の収支を分析するため、医療情報課に購入

物品の情報を提出する必要があるのです

が、その作業も大幅に効率化できました。

鈴木氏　本格的な成果は、棚卸しを実施

したときにわかると思います。いまは、

物品にラベルを貼り、着々と準備をすす

めている段階です。ただ、じつをいうと

「Convi.BASE」導入以前は、消耗品や医

薬品などの棚卸しはやっていたものの、

医療機器も含めた全体の棚卸しは、実施

方法等が曖昧でした。「Convi.BASE」

によって、ようやくその準備が整ったの

です。

＿「Convi.BASE」導入のきっかけとなっ

たコンプライアンスの観点ではいかかで

しょうか。

松井氏　3つの組織が、それぞれ購入した

資産を「Convi.BASE」に登録し、財務の

担当者が、そのデータにアクセスして固

定資産の台帳とリンクする仕組みができ

あがりました。つまり、「Convi.BASE」

による資産管理と財務が使っている会計

システムがつながりましたので、監査に

対して、しっかりと説明できるように

なったことが大きいと思います。今後、

棚卸しを実施できる仕組みが構築できれ

ばよいと期待しております。

機器の画像や保守期限・更新期
限も登録して、より効率的な資
産管理を目指す

＿「Convi.BASE」の今後の活用について

お聞かせください。

松井氏　資産の画像をもっと登録したいと

経営本部 経営管理センター
購買・IT 推進部 IT 推進課
鈴木実 氏

経営本部 経営管理センター
財務部 経理課
志田美枝子 氏

経営本部 経営管理センター
購買・IT 推進部 購買・施設課
松井真一 氏

●会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
●本事例中に記載の所属・役職・社名および内容はインタビュー当時のものとなります。詳細はお問い合わせください。

2016.03

公益財団法人 がん研究会 有明病院
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約3000個の文書箱の入出庫管理と棚卸しに
「Convi.BASE」を活用し、

作業の効率化と管理の厳格化を実現

長野県信用農業協同組合連合会（以下、長野県信連）は、長野県内
の農業協同組合の信用事業を統括する金融機関であり、長野県下の
JA から資金を預かり、運用するのが事業の柱です。金融機関では、
毎年、膨大な文書を作成しますが、その多くは一定期間の保存が法
律等で義務づけられています。長野県信連でも、長年、文書をダン
ボール箱に入れて保存してきましたが、すべて手作業であったため、
作業効率や管理の正確性の観点で、いくつか課題も抱えていました。
それを解決したのが「Convi.BASE」です。文書管理を担当してい
る総務部の皆様に、その経緯と詳細を伺いました。

長野県信用農業協同組合連合会
〒380-0826

長野市大字南長野北石堂町1177番地 3

代表電話 026-236-2058

http://www.naganoken-jabank.or.jp/kenshinren/

長野県信用農業協同組合連合会［金融機関コード3016］

右から 総務部 総務課 課長 小林雅幸 氏、総務部 総務課 副課長 伏見清彦 氏

総務部 総務課 松下千枝 氏

on Cloud

ユーザー
事例

＿具体的な活用方法を教えてください。

まず、入出庫の場合はどのように活用さ

れているのでしょうか。

松下氏　入庫の場合、各部署から総務に

保存申請がきたら IC タグを作って各部署

に渡します。各部署は、書類を入れた文

書箱に IC タグと個票を貼り付け倉庫に

持って行きます。同時に、総務の担当者

がハンディ端末を持って倉庫に行き、IC

タグを読み取って入庫されたことを確認

します。出庫の場合は、ほとんどが廃棄

のケースになります。まず、各部署から

廃 棄 の 申 請 が き た ら、総 務 で

「Convi.BASE」の該当データのステータ

スを「出庫待ち」にします。その後、地

下倉庫から文書箱を出庫するときハン

ディ端末で箱の IC タグを読み取り、間違

いがないか確認します。

重要書類を保管した約3000個
の文書箱管理が問題に

＿「Convi.BASE」を導入されることに

なった背景をお聞かせください。

伏見氏　当会は、長野県JAバンクの県域

機能を担う地域金融機関です。このた

め、保存期間の定められたさまざまな書

類を厳重に保管することが求められてい

ます。保存が必要になった文書はダン

ボールの文書箱に入れ、中身を記した個

票を箱に貼って倉庫に入庫します。その

後は、保存期間の過ぎた箱から、順次、

廃棄するという運用を行っています。現

在、こうして保存されている文書箱は約

3000個にのぼります。

しかし、すべて人力による運用だったた

め、今から約3年前、業務外の時間を使い

約1ヶ月をかけて棚卸しを行い、保存した

文書箱が本当にあるのかどうかを確認し

てみました。すると、入庫手続きはされ

ているのに倉庫に入っていなかったり、

本来あるべき場所に置かれていない箱が

見つかったりしました。そこで、文書箱

の入出庫をさらに厳格化するとともに、

棚卸し作業そのものを効率化できる現物

管理のソリューションを検討することに

なったのです。

＿そ こ で 選 択 さ れ た の が、

「Convi.BASE」だったのですね。

伏見氏　はい。いくつかの企業にシステ

ムの提案をお願いしたのですが、現物管

理の提案をしていただいたのは凸版印刷

さんだけでした。そのシステムが、

「Convi.BASE」だったのです。導入決定

は 2012 年の 1 月で、2012 年 5 月か

ら稼働を開始しました。

「Convi.BASE」の導入で入出庫の
厳格化と棚卸しの作業効率化を実現



意義は十分あったと評価しています。

＿「Convi.BASE」の今後の活用について

お聞かせください。

小林氏　現在は、ペーパーレスをはじめと

する電子化が進んでいます。金融機関でも

そのトレンドは変わらないと思います。し

かし、いくら電子化が進んだとしてもモノ

は必ず残ります。大きなモノから小さなモ

ノまで含めると、かなりの量になりますの

で、それを総務部門で集中管理するとなる

と大きなマンパワーが必要です。その意味

で も、モ ノ の 管 理 を 省 力 化 で き る

「Convi.BASE」には、これからも期待し

ています。今後は、文書管理だけでなく備

品管理などでも活用できるのではないかと

考えています。

＿本日は貴重なお話をいただき、ありが

とうございました。

＿棚卸しについてはいかがでしょうか。

松下氏　総務の担当者 1、2 名が地下倉庫

に行きハンディ端末で ICタグを読み取って

いきますので、半日もあれば終了します。

もしも、手作業で実施したら 1 週間はかか

ると思いますので作業は大幅に効率化でき

ました。また、「Convi.BASE」導入後に規

程を変更し、入出庫時の確認に加え、年に

2 回、棚卸しを実施することにしました。

これにより、従来よりもはるかに厳格な管

理が可能になりました。

運用に合わせてテーブルや
ビューをカスタマイズできる
高い柔軟性

＿「Convi.BASE」の使い勝手については、

どう評価されますか。

伏見氏　テーブルやビューの変更が自由

で、運用に合わせてカスタマイズできる点

が便利ですね。たとえば、導入当初は日付

項目を西暦にしたのですが和暦の方がわか

りやすいという各部署担当者の要望を取り

入れて和暦に変更しました。また、CSV

データの入出力ができるのも助かっていま

す。1 箱、2 箱なら問題ないのですが、年

度末になると一度に 100 箱以上も入庫申

請があることも珍しくありません。そのよ

うな場合はExcel等でCSVデータを作り、

「Convi.BASE」にインポートしてデータ

を一括登録しています。

＿各部署の皆さんの反応はいかかでしょ

うか。

伏見氏　各部署の手続きは、これまでと大

きくは変わっていません。IC タグを貼ら

なければならない分、手続きは少し面倒

に な っ たかもしれません。しかし、

「Convi.BASE」導入後は、総務側から各部

署に対して廃棄予定の文書箱を提示できる

ようになりました。これまでは、各部署の

担当者が、箱に貼ってある個票を 1 つ 1 つ

確認して廃棄する箱を選別していましたの

で、その分、作業は楽になったと思います。

誤廃棄のリスクも低下しましたので、担当

者も安心して作業できるようになりました。

文書の電子化は進んでも、モノの
管理はなくならない

＿文書管理の厳格化という観点では

「Convi.BASE」の評価はいかがでしょうか。

小林氏　文書の誤廃棄のリスクを確実に

低減でき、手続き上のミスも減らせた意

義は大きいと思います。もちろん、1 週

間かかっていた棚卸しが半日で終わるよ

うになりましたので、作業も大幅に楽に

なりました。コンプライアンス的にも業

務の負担軽減という観点でも、導入した

上）書類を保管している文書箱。倉庫に
は、同様の文書箱が約3000個、保管され

ている。

右上）文書箱に貼り付けられたICタグ。
左側は文書箱の中身を記す個票

右）文書箱のICタグを読み取るハンディ端
末。ハンディ端末は2台が導入されている。

総務部 総務課 副課長 伏見清彦 氏

総務部 総務課 松下千枝 氏

「文書の電子化は進んでも、モノの管理は
なくならない」と語る
総務部 総務課 課長 小林雅幸 氏

株式会社ネットレックス
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東京都中央区日本橋茅場町3-11-10 PMO日本橋茅場町ビル8Ｆ
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【編集部】 「Convi.BASE」を導入されるこ
とになった背景をお聞かせください。
田中氏●当協会は、京都、東京の主に2箇
所に拠点があります。また、京都の本部で
は、漢字に関する資料の収集・展示を行っ
ている「漢検 漢字資料館」を運営していま
す。導入前は机、椅子などの備品は、各々
の拠点の担当者が管理していましたが、協
会として、備品だけでなく資料館の展示品

や固定資産も含め全体で一元管理する必
要があるということから、システムを探し
ていました。そこで、当協会の情報システ
ム部門に相談したところ「Convi.BASE」
の紹介を受け、私達が求めているシステム
はこれだと思い、私が開発元のネットレック
スさんに直接連絡し、説明を受けて、導入
することになったのです。システムは
2011年の1月から稼働し、現在管理点数
は約2,200点となっています。
─具体的には「Convi.BASE」をどのように
活用されているのでしょうか。
田中氏●各部署で購入した備品すべてに

バーコードが印刷されたシールを貼り、必
要なデータを入力して管理しています。資
産台帳上の管理番号があるものについて
は番号もあわせて印刷するようにしていま
す。導入当初は、シールが貼れるものだけ
を管理していたのですが、現在は建物など
現物にシール
を貼れないも
のも管理して
います。

備品管理はもちろん！ 
個人情報の含まれた重要書類
の廃棄管理にも
「Convi.BASE」を活用！
「漢字検定（漢検）」や年末恒例の「今年の漢字」で知られる日本漢字能力検定協会。2013年4月1日から公益財団法人として新し
いスタートを切り、日本語・漢字に関わる「普及啓発・支援活動」「調査・研究活動」「日本語能力育成活動」を3つの柱として活動して
います。同協会は、京都本部、東京事務局の主に2カ所の拠点を持っていますが、備品類は、各拠点・部署ごとにそれぞれが管理し
ていました。それをまとめて整理するために導入された「Convi.BASE」ですが、当初は想定していなかった書類の廃棄においても、
重要な役割を担うこととなりました。システムの導入から運用までを担当した財務経理部 施設管理課 田中 実 氏に話を伺いました。

裏面へ続く⇒

株式会社 ネットレックス

公益財団法人 日本漢字能力検定協会
財務経理部 施設管理課
田中 実 氏
背景は左が2012年の「今年の漢字」の
1位となった「金」、右が2011年の「絆」

システム運用例

備品に貼られるシール。
「漢検」のロゴもデザインされている。

備品情報、
書類（廃棄）情報の
一元管理を実現!

京都　本部

東京事務所

サーバ

管理部 備品管理用

管理用パソコン
管理用パソコン

ラベルプリンタ
管理対象 ハンディーターミナル

備品管理 書類管理

書類管理用

必要に応じて「備品」と「書類」の
データペースを切り変えて運用 重要書類、廃棄管理業務

遊休備品の閲覧
資産棚卸し業務

資産棚卸し業務

京都本部 2F
漢検 漢字資料館

情報管理プラットフォーム シリーズ

拠点・部署でバラバラだった
備品の管理を統一するため
「Convi.BASE」を導入

ネットレックス ユーザー事例
I n t e r v i e w

公益財団法人 日本漢字能力検定協会 様
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