
ドキュメント管理システムなどの活用で
ペーパーレスオフィスを自ら実証し
その成果を基に多彩なサービスを展開

クボタエイトサービス株式会社は、情報機器の導入支援をはじめ、サ
プライ用品の調達や出張手配など多岐にわたる事業を展開し、クボ
タグループ各社の発展に大きく寄与している。同社では、OSKのドキ
ュメント管理システム『Visua l F inder』やワークフローシステム

『Advance-Flow』などを導入し、ペーパーレスオフィスを実現すると
共に、グループ企業が開発した水道局向けシステムと『Visua l 

Finder』を連動したソリューションを開発・販売。さらにOSKの情報系
システムをASPサービスとして提供し、グループ企業の戦略的情報
活用を促進している。
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旅行手配やサプライ品調達、販促ツールやWEB制作、データファイリング等のデジタル事業まで、幅広い分野でのソリューションを提供している
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導入の狙い
・ アプリケーションの付加価値の創出
・ ペーパーレスオフィスの実現
・ ASPによるグループ企業への水
平展開

導入システム
・ 文書管理システム 
『Visual Finder』
・ 承認システム『Advance-Flow』
・ 企業ポータル『EasyPortal』
・ 統合型グループウェア 
『eValue NS』

導入効果
・ 検索機能が強化された水道局向
けソリューションで販売増
・ グループ企業にIT化の模範を示す
「見せるオフィス」を構築
・ 安全・安価なASPサービスでグ
ループ企業の情報共有を促進

USER PROFILE

クボタエイトサービス株式会社

【業種】オフィスサービス業

【事業内容】情報機器やサプライ用品
の販売、データ管理サービスやチケッ
ト・旅行サービスの提供、各種印刷物
やホームページの制作

【従業員数】220名
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 3つの運用モデルを視野に入れ 
 OSKの情報系システムを導入

　大阪市に本社を構えるクボタエイト
サービス株式会社（以下、クボタエイト
サービス）は、農業機械や水・環境シ
ステムのリーディングカンパニーである
株 式 会 社クボタの関 連 会 社として
1968年に発足し、主に三つの事業分
野でクボタグループ各社を中心にビジ
ネス支援を幅広く手掛けている。
　第1の事業の柱がオフィス情報サービ
スである。PCや複合機などの情報機器
の販売やメンテナンス業務をはじめ、各
種図面などの出力サービス、カタログや
チラシなどの印刷物やWebコンテンツの
デザイン・制作、さらに電子ファイリングに
よるペーパーレスソリューションやドキュメン
ト管理ソリューションを提供している。
　第2の柱は商品サプライサービス。オ
フィスで使用する各種備品やユニフォ
ームといったMRO（サプライ用品）の
調達業務支援を展開。第3の柱はチ
ケット・旅行サービスで、インターネットを
利用した国内出張手配システム“出
超楽ダ。”によるチケット手配や宿泊
予約、海外出張手配などのBTM（ビ
ジネス・トラベル・マネジメント）業務をは
じめ、社員旅行や個人旅行の各種チ

ケット手配などを取り扱っている。
　もともとはクボタグループ企業に対
する事業支援が目的だったが、長年
にわたり蓄積してきた経験とノウハウを
活かし、今では官公庁や民間企業、
各種団体、学校関係などに各種サー
ビスを積極的に提供している。
　そうした中、オフィス情報サービス部
門では、ビジネス領域を拡充するた
め、OSKの文書管理システム『Visual 
Finder』と承認システム『Advance-
Flow』、企業ポータル『EasyPortal』
を2007年に導入した。その目的は大き
く三つに分けられる。
　まず一つは、グループ企業が開発し
たパッケージシステムと『 V i s u a l 
Finder』を組み合わせることで、より
付加価値の高いソリューションを生み
出すこと。二つ目は、自社に導入して
ペーパーレスオフィスを自ら実践し、そ
の成果をグループ企業へ転化するた
めの“見せるオフィス”づくりを推進す
ること。そして三つ目は、グループ企業
へASPサービスとして提供し、クボタグ
ループ全体のペーパーレス化を低コス
トで実現することだった。
　「特にドキュメント管理は潜在的なニ
ーズが非常に高いので、OSKさんとタ
ッグを組み、社内の実践成果を示しな
がら、ニーズを掘り起こしてビジネスの
幅を広げたいと考えたのです」とオフィ
ス情報サービス部 システム営業グルー
プ長の野田 幸嗣氏は語る。

 グループ企業が開発した 
 水道局向けシステムと連動

　クボタエイトサービスがOSKの情報
系システムを導入するきっかけになっ

たのは、グループ企業の株式会社管
総研から、自社開発した水道局向け
管路管理システム『WATERS』と連
携して活用できる新たなドキュメント管
理システムを探してほしいという依頼
が寄せられたことだった。
　管総研が開発した『WATERS』は、
水道局の給配水管路施設の管理に
特化したシステムで、Webブラウザ上
で、管路図や台帳類のデータ管理か
ら配水状況のシミュレーションまで手軽
に行うことができるもの。ドキュメント管
理システムとの連携で、地図上にリンク
させた関連施設や水道メーターの図
面や属性情報を確認しながら、水道
工事などをスムーズに行うことが可能
になる。ところが、それまで利用してい
たドキュメント管理システムが、OSのバ
ージョンアップに対応できず、新たなシ
ステムが必要になったのだ。
　「そこで何か良いシステムはないか
と探していたところ、『Visual Finder』
の評判を聞きつけました。OSKさんに
実際にデモを何度か見せていただき、
ユーザインターフェースが非常に良く、
検索機能が充実しており、文書登録
も簡単であることが確認できました。さ
らに膨大なユーザ数を管理できるデー

　
オフィス情報サービス部
システム営業グループ長

野田 幸嗣氏
「約5年、OSKさんとお付き
合いを続けてきた間に、お
互いに良好な関係を築け
ています。当社がクボタグ
ループの中でITリーダとし
ての役割を果たしていくた
めに、今後もIT活用に関す
るさまざまなアイデアを提
供していただきたいです」

　
オフィス情報サービス部 
システム営業グループ 係長

井口 貴喜氏
「OSKのサポートチームは
レスポンスが早いので満足
しています。当社では旅行
や調達などIT関連以外の
事業も行っているので、社
内の部門間のITリテラシ
ーのレベル格差を解消し、
全社的な情報活用をより
促進していくことが当面の
課題です」
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タベースに対応している点や、管総研
の担当者からも高い評価を得たことが
決め手となり、採用に至ったのです」
とオフィス情報サービス部 システム営
業グループ 主任の中野 孝剛氏は当
時を振り返る。
　その後、2006年に詳細な打ち合わ
せを行い、『WATERS』と『Visual 
Finder』の連携仕様が決定し、OSKに
カスタマイズを依 頼した。その際 、

『Visual Finder』がデータベースに採用
しているSQL Serverのレプリケーション
機能を使ってバックアップ環境の構築
も加え、震災などに対するエンドユーザ
の危機管理にも対応できるよう改善を
加えている。
　『WATERS』と『Visual Finder』
の連携ソリューションは2007年に完成
した。クボタエイトサービスは、2011年9
月時点で32の全国自治体の水道局
に販売実績を持つ。
　「エンドのお客様には、特に『Visual 
Finder』を使っているという意識はな
いのですが、あいまい検索など、有用
な検索方法が数多くあるので、その辺
は非常に便利に活用いただいていま
す」とオフィス情報サービス部 システム
営業グループ 係長の井口 貴喜氏は
言葉を添える。

 ペーパーレス化を実践し 
「見せるオフィス」を構築

　『WATERS』と『Visual Finder』
の連携ソリューションを開発している期
間に、クボタエイトサービス社内でも

『Visua l F i n d e r』と『Advan c e -
F l o w 』、社 内 用 ポータルとして

『EasyPortal』を導入し、ペーパーレス

化を実践する「見せるオフィス」環境づ
くりを手掛けている。
　社員が個々に机を持たずに仕事を
するフリーアドレス制の導入に併せ、引
き出しから紙の書類をすべて取り出
し、複合機のスキャナー機能を使って
それを電子化し、『Visual Finder』に
随時登録していった。同時に、契約書
などの紙による保管の全社共通ルー
ルを定め、そのうえで、部門やグループ
ごとに詳細な運用ルールを決めながら
作業を進めていった。
　「社内に『Visual Finder』を導入し
たことにより、情報伝達が非常にやり
やすくなりました。今まではメールに文
書を直接添付していましたが、今は

『Visual Finder』の専用フォルダに通
達文書などを保管して、そのURLをメ
ールに記載して送れば済むので、以
前よりもとても便利になりました。版管
理の機能も活用しているので、どの文
書が最新のものか迷うこともありませ
ん」と井口氏は『Visual Finder』の導
入効果を実感している。
　また、『Advance-Flow』の導入時に
は60種類以上の申請フォームを作成

し、出張届や住所変更などの総務系
の各種申請、さらに稟議に関する申
請まで、勤怠管理以外の申請業務を
すべて『Advance-Flow』で行ってい
る。申請・承認処理が完了した書類
は、自動的に『Visual Finder』へ登録
されるため、確認業務も楽になった。
　「 す べての従 業 員が『 V i s u a l 
Finder』と『Advance-Flow』を利用し
ていますが、どちらもOSKの製品なの
で、同じような操作性で日々業務が行
える利点もあります」と野田氏は語る。
　徹底した全社規模の運用により、こ
れまで溜まる一方だった紙書類を一
気に削減することに成功している。そ
のオフィス環境がそのままショールーム

個人のキャビネットスペースの容
量を限定し、紙文書を増やさない
工夫をしている

　
オフィス情報サービス部 
システム営業グループ 主任

中野 孝剛氏
「今回、情報系システムを
『eValue NS』へ移行したこ
とで、ドキュメント管理の機
能がかなりアップしました。
今までできなかったことも
容易に実現できるようにな
ったので、お客様の要望
により柔軟に応えられるよ
うになりました」
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の役割を果たし、グループ企業への
水平展開や他企業へのソリューション
提案が行いやすくなった。
　「情報システムの単体販売ではな
く、PCや複合機、管理用システムなど
も含めたトータルなソリューション提案
を、これから積極的に展開していきま
す」と野田氏は意気込む。

 気軽に利用できるASPサービスで 
 グループ企業の情報活用を促進　

　同社では、『Visual Finder』などの
OSKのパッケージシステムの販売も行
っているが、2009年からグループ企業
向けにASPサービスの提供も始めた。
ソフトウェアのライセンスを期間単位で
提供する企業サブスクリプションモデル
を活用。クボタエイトサービスがデータセ
ンターにサーバを構えてOSKの情報系
システムを運用し、グループ企業の各
部門の個人ユーザに対して安価な月
額料金でアプリケーションを提供してい
る。基本的に同社が1次窓口としてユ
ーザに対するサポートや保守を行い、
OSKがその後方支援を行っている。
　「社内にサーバを設置してアプリケー
ションを運用すると、災害時のデータ紛
失といったリスクが自ずと伴います。し
かし、データセンター内であれば、災害

対策などを含めたセキュリティ対策が完
備されているので、安心してご利用い
ただくことができます」と井口氏は語る。
　グループ企業においては基本的に
ITマネージャーを配置しているが、社
員全員が最新のITに精通しているわ
けではない。さらに運用管理の工数を
極力増やさないよう新たにサーバを立
てることに抵抗を感じているところも少
なくないという。今回のASPサービス
は、そうしたグループ企業の情報活用
の敷居を下げる役割も果たしている。
　実際、ASPサービスの利用者は着
実に増えつつある。例えば、社内文
書・図 面などを、A S Pサービスの

『Visual Finder』内で管理して、部門
をまたいで参照する環境を整えている
ケースなど、さまざまな導入効果をもた
らしている。
　2011年9月には、これまで社内で5
年間活用してきた『Visual Finder』と

『Advance-Flow』を後継バージョンで
ある統合型グループウェア『eVa l u e 
N S 』へ 移 行した 。それ に 伴 い 、

『WATERS』連携ソリューションのユー
ザ企業にも『eValue NS』へ乗せ換え
る提案も行っている。それにより、利用
できる機能が増え、サポートも行いやす
くなるからだ。

　クボタエイトサービスでは、OSKの情
報系システムを社内で活用するだけで
はなく、その効果を自ら検証しながら、
他のアプリケーションと連携させたり、
あるいはASPサービスとして提供した
りすることで、ビジネスの裾野を大きく
広げている。

クボタエイトサービス株式会社のホームページ

http://www.kes.co.jp/

株式会社OSK
マーケティング部
〒130-0013　東京都墨田区錦糸1-2-1
TEL：03-5610-1651　FAX：03-5610-1692
http://www.kk-osk.co.jp/

お問い合わせ

ペーパーレス化を実践し
ているクボタエイトサービ
ス社内を、ライブオフィス
として公開。見学ツアー
を随時開催している
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