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仮想化ＶＤＩ導⼊前に知っておきたい安定稼働の勘所！【無料セミナー】
研究者の挑戦≫⽕⼭国・⽇本を守る！噴⽕被害予測の⾒える化を実現
約2500⼈の社員がフラットに情報共有をする星野リゾートの取り組み
楠⽊ 建⽒、⼩室 淑恵⽒、星野リゾート社⻑など注⽬のゲストが登壇！
企業の⽣産性向上のカギはスマートデバイスにあり！活⽤の未来が⾒えた
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ソニー・グローバルエデュケー
のネット算数⼤会、団体参加も

フードケアは、神奈川県相模原 ITproプレミアムでは、IT専⾨6誌および技術専
市に本社を置く業務⽤介護⾷品の ⾨3誌を収録した記事データベースから知りた
い情報を検索し、お好きな記事を毎⽉60ページ
企画・開発、製造（アウトソーシ （PDF形式）までダウンロードできます。詳し
くはこちら！
ングによる）、販売を⾏う企業で
ある。同社は、超⾼齢社会の⽇本で需要が急拡⼤している介護⾷品市
場の草分けだ。代表取締役の⽵内豊⽒が1997年に設⽴して以来、業
界のリーディングカンパニーであり続けている。

改正派遣法が国会成⽴、9⽉30
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を終了

いま読まれている記事
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Dell、中国向け事業を強化、A
ど

写真1●フードケアの主な商品
[画像のクリックで拡⼤表⽰]

介護⾷品は、介護を要する⾼齢者向けに開発された⾷品で、病院お
よび福祉施設が主な顧客（エンドユーザー）である（写真1）。フー
ドケアの強みは、利⽤シーンなどに配慮した独⾃の商品展開だ。⽵内
社⻑の25年間にわたるヘルスケア市場の経験を⽣かして開発されて
おり、同⽒は次のようにその特徴を語っている（写真2）。

【週末スペシャル】 「iPh
除」は、SIMフリーのZen
ンス？

これからのIT投資術
コスト削減だけ
これからのIT投

企業が新たな価値を
資のポイントは《コ

「介護⾷品は噛む⼒や飲み込む⼒が衰えた⽅に⾷べる喜びを提供す
るものであるが、場合によっては命に関わる（飲み込みの障害で誤嚥
性肺炎になり死につながることがある）ことからその責任の重⼤さを
認識して、医療機関との共同開発や専⾨家指導のもとでの開発を⾏う
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とともに、社員全員での試⾷を含
め、徹底的に安全性を検証し安⼼
できる⾷品に仕上げて提供してい
る」

無線LANの柔軟な
ポリシー運⽤を
NetAttest活⽤ソリュ

ゲリラ豪⾬発⽣予

同社は介護⾷品を核に、各種疾
患に対応した病態別⾷品も展開し
ている。病院および福祉施設専⾨
の販売代理店と協働することで、
全国1万軒以上の病院施設に価値
ある商品（エビデンスに裏付けさ
れた安全安⼼かつ現場の値頃感が
ある商品）を提供している。

防災対策に役⽴てる

あなたの組織を強
つの術とは

アイディアを素早く価
う

＜事例連載＞働き
るグループウエア

元気よく、お客様に接
⽋かせない情報基盤

⽇本ヒューレット・
パッカード

写真2●フードケアの⽵内豊⽒（代表取締
役）

クラウドの真価と新た
な可能性

事業拡⼤に伴う課題解決に各部⾨が取り組む
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ITインフラ進化論
ネット技術者倶楽部

ITpro Active、ITpro EXPOから
ITpro EXPO 2015 事前登録受付中、IBMワトソンCTOの登壇決定

Android開発

注⽬のセミナー

存在感増すWindowsタブレット「Surface」、そのビジネス親和性
と活⽤法

申込受付中！
BtoBマーケター
養成講座
［10/23開催］
デジタル施策を活⽤した
マーケティング・シナリ
オの設計ノウハウを伝授

Excelのノウハウと資産を⽣かして作る、安く早いWeb業務システ
ム

連載新着

連載⽬次へ >>

ハンディ健康診断システムで⼤幅な効率化とデータ品質の向上を達成 （2015/07
/27）
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ＩＴソフトウェア
企業経営者のための
Ｍ＆Ａセミナー開催
9/24から全国5会場
【参加費無料】

GRANDIT DAYS
2015

改正派遣法が国会成⽴、9⽉30
Dell、中国向け事業を強化、A
ど
Amazon.com、独⾃スマホ「F
を終了

フードケアは販売代理店を全国展開し、毎年事業を拡⼤している。 Google、「Apple Pay」対抗の
「Android Pay」を⽶国で開始
創業以来⼀度も⾚字を計上しておらず、財務体質については問題な
「iPhoneのSIMロック解除」は
かったが、いくつかの課題が⽣まれていたという。経営⽅針として、 ZenFoneが伸びるチャンス？
少数精鋭（2015年の従業員数は36名）を堅持しながら、各部⾨が以
いま読まれている記事
下に⽰す課題の解決に取り組んでいた。
管理部⾨：受注から納品・帳票作成までに⾄る⼀連の事務処理効率化
営業部⾨：営業活動の効率化。医療・介護従事者とのコミュニケー
ション強化。介護⾷品に関する正しい知識の普及
開発部⾨：市場の要請に応えた、迅速かつ安全安価な商品の開発
それぞれについて順に説明しよう。

【記者の眼】 スピード感で
ローバルではやっていけな
【ニュース】 改正派遣法が
⽇施⾏が確定に
【マイナンバー制度、8つ
み】 スッキリ分かる！ マ
⽀える4つの仕組み
【マイナンバー制度、8つ
み】 マイナンバー、ありが
対処法 ⼀般編

【週末スペシャル】 「iPh
管理部⾨では少⼈数で、総務・⼈事・経理業務に加え、受注・出
除」は、SIMフリーのZen
荷・請求に関する事務処理を⾏ってきたが、受注量の増加に伴って、
ンス？
現場がパニックに近い状態になっていた。対策として数々の改善に取
これからのIT投資術
り組んだが、受注量増加の勢いが勝り、抜本的な改善が喫緊（きっき
ん）の課題になっていた。
コスト削減だけ

営業部⾨では、介護⾷品や栄養学に関する専⾨知識を持った営業担
当者が、医薬品業界のMR（医薬情報担当者）的な役割を担ってい
る。販売代理店と連携し、エンドユーザーである病院や介護施設の開
拓を⾏っているが、担当者ごとに業務の進め⽅や業務品質にバラつき
があった。病院や介護施設へ、介護⾷品の正しい知識を普及させると
いう点についてもより徹底する必要があった。

これからのIT投

企業が新たな価値を
資のポイントは《コ

開発部⾨では、医療・介護業界における第⼀線のキーパーソンと密
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接なネットワークを構築し、医療・介護現場の先端情報や⽣の声に基 ピックアップコンテンツ
づいて新商品を開発している。例えば、フードケアの「スベラカーゼ
災害に強い⽇本へ
（酵素⼊りゲル化剤）」は、同社がそうして独⾃に開発した介護⾷品
⽕の被害予測の今
噴⽕100時間後の状況
の⼀つで特許も取得している。しかし、市場の要請に応えた、迅速か
化
つ安全安価な新商品の開発は常に課題であり、より効果的に病院や介
クラウドとマイナ
護施設のニーズを収集して社内で共有する仕組みが必要だった。
安全運⽤の為には
⾮効率な受発注・納品・請求業務からIT活⽤で脱却
こうした⼀連の課題解決に向けて、フードケアが推進したのがIT経
営である。
まず取り組んだのは、管理部⾨の事務処理効率化で2005年のこと
だった。当時、販売代理店からフードケアへの発注は9割以上がファ
クス経由で、注⽂が多い⽇はそのファクスの処理に管理部⾨が対応で
きずに機会損失が発⽣していた。
そこで同社は「このままではどうにもならなくなるとの危機感に襲
われIT活⽤に真剣に取り組むことを決意した」（⽵内社⻑）。まもな
く、⾦融機関から紹介されたITコーディネータ⽥中渉⽒らの⽀援を受
け、「IT活⽤による業務変⾰プロジェクト」をスタートする。
第1フェーズでは、パソコンソフト「Microso...
<<前ページ
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2
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4
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GRANDIT DAYS
2015
ITpro EXPO内で
開催！！
最新ERPの導⼊、
成功へのガイド

ＩＴソフトウェア

第1フェーズでは、パソコンソフト「Microsoft Access」を使った
システムを稼働させ、業務負荷が年々増加する受注関連の事務効率を
改善した。受注登録の事務がスピードアップし、以前の4名に対し
て、システム稼働後は3名で同じ業務をこなせるようになっている。
午前中にファクス⽤紙が⼭のように溜まったり、電話が鳴りっぱなし
になったりする状態から脱却することができた。
第2フェーズは2010年に開始した。このときは事務処理の⼀層の効
率化とともに、サプライチェーンの強化を⽬標に設定。プライベート
クラウド型の基幹業務システムを構築して、システム間のデータ連
携、および販売代理店とのEDI（電⼦データ交換）導⼊を実現してい
る。さらに、営業および開発部⾨における課題解決に向けて、
SFA（営業⽀援）/CRM（顧客関係管理）システム、グループウエア
を導⼊。本番稼働後には、在庫の賞味期限管理機能を追加した。
業務変⾰プロジェクトで⼤きな成果
これら2フェーズにわたるプロジェクトによって、フードケアの各
部⾨は以下に⽰す成果をそれぞれ得ている。
管理部⾨：プライベートクラウド型基幹業務システムと販売代理店
とのEDIの構築によって⼤幅な業務効率化が進んだ。ファクス受信量
の⼤幅な削減や受注登録の⾃動化などによって受注登録から帳票作成
までの⼀連の業務の⼯数が激減。2012年初めには受注業務2名体制が
実現し、⼈員・時間を営業⽀援など別の業務へシフトできるように
なっている。販売代理店の組合との間でやり取りする帳票についても
基本的に不要になり、帳票関連コストが95％減るとともに、業務コ
ストが組合・フードケアともに70％削減されている。

改正派遣法が国会成⽴、9⽉30
Dell、中国向け事業を強化、A
ど
Amazon.com、独⾃スマホ「F
を終了
Google、「Apple Pay」対抗の
「Android Pay」を⽶国で開始
「iPhoneのSIMロック解除」は
ZenFoneが伸びるチャンス？

いま読まれている記事
【記者の眼】 スピード感で
ローバルではやっていけな
【ニュース】 改正派遣法が
⽇施⾏が確定に
【マイナンバー制度、8つ
み】 スッキリ分かる！ マ
⽀える4つの仕組み
【マイナンバー制度、8つ
み】 マイナンバー、ありが
対処法 ⼀般編
【週末スペシャル】 「iPh
除」は、SIMフリーのZen
ンス？

これからのIT投資術
コスト削減だけ
これからのIT投

企業が新たな価値を
資のポイントは《コ

営業部⾨：SFA/CRMシステムを活⽤した顧客情報・営業活動の⾒
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える化によって全社の情報共有と管理者によるマネジメントが強化さ ピックアップコンテンツ
れた。営業担当者が、医療・介護業界の第⼀線のキーパーソンとの密
「100%防ぐこと
接なコミュニケーションから得られた情報や⽇々の営業活動の内容を
い」脅威への対策
専⾨家でも⾒抜けない
SFA/CRMに⼊⼒すると、それらが社内で共有され、管理者がマネジ
ない脅威”への対処法
メントに活⽤できるようになった。
またSFA/CRMシステムとグループウエアを併⽤することで、効率
的で無駄のない⾏動計画を作成可能になった。1⼈1⽇当たりの⽬標
訪問数として8エンドユーザーという⾼い⽬標を掲げられるようにな
り、競合各社に⽐べて多くの顧客を獲得できている。
合理的な営業活動の実現によって、業界の第⼀線のキーパーソンと
のコミュニケーションの時間を、今まで以上に増やすことも可能と
なった。そのため、より多くの情報（現場の状況や課題、何が必要と
されているのかなどの情報）を営業担当者が集約し、社内で共有でき
る。さらに病院・介護施設での勉強会を増やせるようになったため、
介護⾷品に関する正しい知識をより徹底して提供可能になった。
開発部⾨：SFA/CRMシステムの機能であるマーケティングデータ
ベースの活⽤によって、外部専⾨機関へのフィードバックや新商品開
発のスピードが向上した。フードケアの営業担当者は医療・介護業界
から商品に関するフィードバックを受ける。そこから得られた重要情
報は、マーケティングデータベースに毎⽇蓄積されており、開発部⾨
が検証と実験をすぐ⾏っている。

最新OSをビジネス
で徹底活⽤する！
ビジネスモバイル最強

ワークステーショ
成功事例を公開！

最先端医療を⽀えるワ
ション

対策待ったなし！
バー、標的型攻撃

サイバーセキュリティ
情報をお届け

NECレノボ、ITp
でD3 Works披露
未来への道筋を提⽰

無線LANの柔軟な
ポリシー運⽤を
NetAttest活⽤ソリュ

「強いCSIRT」を
⽤するポイントは
サイバー攻撃に屈しな

最新号

幅広い領域の業務改⾰を⽬指すプロジェクトが円滑に...
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約2500⼈の社員がフラットに情報共有をする星野リゾートの取り組み
楠⽊ 建⽒、⼩室 淑恵⽒、星野リゾート社⻑など注⽬のゲストが登壇！
仮想化ＶＤＩ導⼊前に知っておきたい安定稼働の勘所！【無料セミナー】
研究者の挑戦≫⽕⼭国・⽇本を守る！噴⽕被害予測の⾒える化を実現
企業の⽣産性向上のカギはスマートデバイスにあり！活⽤の未来が⾒えた

ソーシャル/CMO
IoT
SDN/OpenFlow
BYOD
ビッグデータ
中国・アジア

ITコーディネータの仕事

IT経営で少数精鋭を維持しながら事業拡⼤
（4/4）
フードケア

経営の最新記事

2015/09/28
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改正派遣法が国会成⽴、9⽉30
Dell、中国向け事業を強化、A
ど
Amazon.com、独⾃スマホ「F
を終了

フードケアは、こうした2フェーズに及ぶIT活⽤による業務変⾰プ Google、「Apple Pay」対抗の
ロジェクトで多くの機能を備えた新システムを導⼊したが、プロジェ 「Android Pay」を⽶国で開始
「iPhoneのSIMロック解除」は
クトは円滑に進んだ。その理由として、「ITありき」でなく「業務変 ZenFoneが伸びるチャンス？
⾰ありき」で進められたことと、総務部課⻑ 按⽥憲告⽒の存在が⼤
きい。同⽒はITの知識・スキルにたけ、ITコーディネータの⽀援のも いま読まれている記事
と、プロジェクトマネジャーの役割を果たした。
【記者の眼】 スピード感で
ローバルではやっていけな

ITCの⽥中渉⽒らは、フェーズ1ではIT経営の仕組み作りを意識
し、中期経営計画策定の⽀援から⼊り、ITを経営にどう活かすかにつ
いての検討を⽀援してきた。フェーズ2では、経営戦略も明確だった
ので要件定義はスムーズに⾏えた。また、ITC中野丈太郎⽒が基本設
計を⾏い開発ベンダーへつなぎ、プロトタイプ⽅式でユーザーの理解
を得ながらプロジェクトを進めることができた。

【ニュース】 改正派遣法が
⽇施⾏が確定に
【マイナンバー制度、8つ
み】 スッキリ分かる！ マ
⽀える4つの仕組み
【マイナンバー制度、8つ
み】 マイナンバー、ありが
対処法 ⼀般編

⽵内社⻑は、ITコーディネータ⽥中⽒らの⽀援についてこう振り返
【週末スペシャル】 「iPh
除」は、SIMフリーのZen
る。「2005年にITコーディネータの⽀援を得て、中期経営戦略策定
ンス？
が始まり、計画通りIT活⽤による業務変⾰プロジェクトを実⾏するこ
とができた。そこで、IT経営の重要性が認識できたことで2010年か これからのIT投資術
らの第2フェーズのプロジェクトが円滑に進められた。ITコーディ
コスト削減だけ
これからのIT投
ネータの公平な⽬でアドバイスをもらいながら良いソリューションの
企業が新たな価値を
選択ができた」。
資のポイントは《コ

⽀援ITコーディネータ紹介
コンピュータメーカーに30年間勤務、1998年に独⽴
起業。ITコーディネータとして企業のIT経営⽀援を⾏

チームラボ猪⼦⽒が
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う。これまで、50数社の⽀援の実績あ
り。現在、東京IT経営センター 代表取締
役として、登録パートナーと連携し、
「企業の儲けの仕組み⾒直し・再構築」

ＩＴソフトウェア
企業経営者のための
Ｍ＆Ａセミナー開催
9/24から全国5会場
【参加費無料】

ITpro EXPO 2015
「アイデア・エコノ
ミー」の到来、そして
来たるべき変化
⽇本ヒューレット・
パッカード
クラウドの真価と新た
な可能性

⽥中 渉⽒

の⽀援を中⼼に活動している。

株式会社フードケア

ビジネスモバイル最強

「100%防ぐこと
い」脅威への対策

ワークステーショ
成功事例を公開！

代表者：⽵内 豊⽒（代表取締役）

最先端医療を⽀えるワ
ション

設⽴：1997年

ユーザーとデバイ
でIT資産を管理

資本⾦：1000万円
従業員数：36名

世界標準のＩＴ資産管
ションの実⼒

事業内容：介護医療⾷品開発・販売

ゲリラ豪⾬発⽣予

本社：神奈川県相模原市

防災対策に役⽴てる

URL：http://www.food-care.co.jp/
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録した記事データベースから知りたい情報を検索し、お好
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