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株式会社ビジネスソフト社ニュースレター 

世界最大のソフトウェアイベント“Ｄｒｅａｍｆｏｒｃｅ 2015“で発表 

業界リーダー2社が新しい共同ソリューションおよび緊密な統合に向けたプランを発表 

 世界シェアトップのCRM（顧客情報管理）ソリューション

を提供するセールスフォース・ドットコムが、世界最大のソフ

トウェアイベント「Dreamforce2015」をサンフランシスコ

にて開催しました。9月15日から18日までの4日間で世界中

から16万人を超える参加者があり、過去最大規模となりまし

た。オープニングステージにスティービー・ワンダー氏が登場

するサプライズに始まり、世界のIT業界のリーダーによる基調

講演などが行われました。 

 この中でセールスフォース・ドットコムとマイクロソフト社

は、両社の戦略パートナーシップをさらに拡張し、Salesforce 

Customer Success PlatformとMicrosoft Office の生産性

向上アプリ／サービスを統合することを発表しました。 

セールスフォース・ワールドツアー東京２０１５ 

Ｄａｙ1 12月3日（木） 
 両国国技館 
 スペシャルゲストと共に 
 最新のカスタマーサクセスを紹介 
  

Ｄａｙ2 12月4日（金） 
 ザ・プリンスパークタワー東京/ 
 虎ノ門ヒルズフォーラム 
 ビジネスを成長させるための 
 新しいアイディア、お客様事例を学ぶ 

 今年も国内最大規模のクラウド・イベント「セールスフォー

ス・ワールドツアー東京2015」の開催が決定しました。昨年

はスペシャルゲストにトヨタ自動車株式会社の代表取締役社長

豊田章男氏、シークレットゲストにX-JAPANのYOSHIKI氏

が参加し盛大に行われました。 

 今年は12月3日(木)、4日(金)と2日間の開催です。 

 

◆詳細・お申込みはこちら（参加無料） 

 セールスフォース・ワールドツアー東京2015公式サイト 

 http://eventjp.salesforce.com/index.html 

セールスフォース・ドットコムとマイクロソフト社の協業によって提供予定のソリューション 

Skype for BusinessとSalesforce Lightning Experienceの統合 （2016年後半にプレビュー版の提供開始予定） 

 Office365ユーザはSkype for Businessを使用することで、Salesforce Lightning Experienceから Webミーティングの設

定をしたり、同僚がオンラインかどうかを確認したり、クリックによってチャットを開始できたり、音声通話やビデオ通話などを

実行できるようになります。 

OneNote とSalesforce Lightning Experienceの統合 （2016年後半にプレビュー版の提供開始予定） 

 ユーザはメモをSalesforce レコードにリンクさせ、Salesforce Lightning Experience上でOneNote を使用してこれらのメ

モを閲覧したり編集したりすることが可能です。 

Salesforce とOffice GraphおよびOffice Delveとの統合 （2016年後半に提供開始予定） 

 Office 365ユーザはOffice DelveでSalesforce1 のコンテンツを閲覧し、商談のチャンスや取引先情報、サービスケースなど

の必要なデータを発見することができます。 
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ネットバンキング不正送金やマイナンバー漏えいの対策は大丈夫ですか？ 

10月から順次マイナンバー通知カードが届きます。 

１．通知カードの受け取り  
 通知カードは一人一人のマイナンバー（個人番号）を通知す

る紙製のカードです。10月から順次発送が始まり、住民票の

住所に簡易書留（世帯主宛）で届きます。個人番号は原則一生

使うものです。漏えいすると不正に使用される恐れがあります

ので大切に保管します。尚、個人番号の提示が必要な場合、本

人確認のため運転免許証などの身分証明書の提示も必要です。 

 

２．個人番号カード  
 通知カードと一緒に個人番号カード交付申請書が届きます。

交付申請を行うと、ICチップ内蔵のプラスチック製で顔写真入

りの個人番号カードが交付されます。通知カードと異なり、本

人確認のための身分証明書として利用できます。個人番号の提

示と本人確認が必要な場合、個人番号カードのみで済みます。

その他自治体サービス、e-Taxなどの電子申請など、様々な

サービスにも使用できます。 

 

３．個人番号の利用と保管  
 今後、勤務先の会社や、行政機関窓口など、様々な場面で個

人番号の提示を求められることになります。社会保障・税・災

害対策分野の中で法律で定められた行政手続きにのみ利用しま

す。通知カードや個人番号カードは紛失や番号の漏えいに注意

し、大切に保管します。 

 
４．事業者は… 
 来年から給与所得の源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生

年金保険被保険者資格取得届などに、従業員のマイナンバー

（個人番号）を記載する必要があります。事業者はパート・ア

ルバイトを含む全ての従業員の個人番号を収集しなければなり

ません。万一個人番号が漏えいした場合、個人情報保護法より

厳しい罰則の適用の可能性があります。従業員の個人番号の収

集と保管について準備し、業務対応が必要です。 

 

●内閣官房サイト「マイナンバー 社会保障・税番号制度」 

 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ 

●政府広報オンライン「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」 

 http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/ 

●特定個人情報保護委員会（ガイドライン） 

 http://www.ppc.go.jp/ 

マイナンバー関連情報サイト ご相談ください。 

●給与計算ソフト等のマイナンバー対応 

●マイナンバーの漏えい防止対策 

 

ご使用の給与計算ソフトのマイナンバー対応や、漏えい防止対

策などのご相談がありましたらお気軽にお申し付けください。 

㈱ビジネスソフト社 TEL.084-923-7522 

ネットバンキング不正送金被害15億円 
 今年上半期（1～6月）にインターネットバンキング利用者

の預貯金が不正送金される事件の被害額が、約15億4400万

円だったと発表されました。昨年の上半期は約18億5100万

円で下半期に約10億5800万円と減少したものの、今年に

なって再び被害が増加しています。全国144の金融機関で被害

が確認され、昨年1年間の102機関を超えています。 

 ネットバンキング不正送金の手口で多いのは、「フィッシン

グ詐欺」と「不正送金ウィルス」です。 

◆フィッシング詐欺…実在する金融機関やクレジットカード会

社、ショッピングサイト、SNSなどを装った偽のメールが送付

され、偽のログインページに誘導されます。この偽のログイン

ページに「ユーザID」､「パスワード」を入力することでアカ

ウント情報を盗まれます。 

◆不正送金ウィルス…ウィルス感染したユーザがネットバンキ

ングを利用時に、正規の画面の上に不正なポップアップ画面が

表示され、アカウント情報を盗まれるものです。またウィルス

によるWEBページの改ざんのケースもあります。 

 

マイナンバー漏えいのリスク 
 10月からマイナンバーの通知が始まり、会社はすべての従

業員のマイナンバーを収集、利用し保管する必要があります。

会社はマイナンバーの漏えい、滅失又は毀損の防止のために、

適切な安全管理措置を講じるよう求められています。万一漏え

いした場合、罰則の適用や本人から損害賠償責任等の民事責任

を問われる可能性があります。また会社の信用低下につながる

リスクとなります。 

 

対策 
◆OS（Windows）やセキュリティソフトはアップデートし, 

常に最新の状態にしておきます。 

◆メールは送信元や内容をよく確認し、本文中のリンクを不用

意にクリックしないようにします。 

◆各種サービスにログインする際、ログイン画面や入力項目、

URLがいつもと違っていないか注意してください。 

◆パソコンのセキュリティソフトだけでなく、ゲートウェイ型

セキュリティや情報漏えい対策ツールの導入により、二重、三

重のセキュリティを行うことをご推奨します。 

ゲートウェイ型セキュリティ 
UTM（統合脅威管理） 
インターネットの出入口に設置します。 
ウィルス対策だけでなく、スパム対策、有害サイト遮断、不正
アクセス対策など、様々な脅威に対応します。 

情報漏えい対策ツール 
情報漏えいの原因の8割は管理ミスと不正な持ち出しです。 
操作ログ管理、ウェブアクセス管理、デバイス制御、メール管
理、不正PC遮断など、情報漏えい対策とセキュリティ強化を
実現します。 
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～不正アクセス編～ 

丸天産業株式会社 様 
第８回 ● ● ● ● ● ● 

☆不正アクセスとは 
 不正アクセスとは、本来そのコンピューターを操作する権限

の無い人が、不正にコンピューターを利用することです。イン

ターネットにつながっているパソコンは、世界中のどこからで

も不正アクセスの被害を受ける可能性があります。 

 OSやアプリケーションソフトのセキュリティ上の弱点（セ

キュリティホール）を悪用してパソコンを不正に利用する行為

を『なりすまし』といいます。なりすましにより、IDやパス

ワードを盗まれてオンラインショップで勝手に買い物をされた

りホームページの内容を勝手に書き替えられたり、顧客情報を

盗んで売買されたり（情報漏えい）するといった被害が発生し

ます。 

 またパソコンに不正侵入されるとそのパソコンに他のパソコ

ンを攻撃するためのプログラムを仕込まれることもあります。

このプログラムに命令を送ると、標的のウェブサイトやサーバ

へアクセスする仕組みになっており、同様に不正侵入された多

数のパソコンからのアクセスを受けたウェブサイトやサーバは

機能を停止してしまいます。これをDDoS攻撃といいます。 

 なりすましやDDoS攻撃は不正アクセス禁止法によって禁止

されている犯罪行為です。不正アクセスの被害に遭うとこうし

た犯罪の踏み台にされる危険もあるのが怖いところです。 

 

☆不正アクセス対策 
 外部からの不正アクセスを防御し、許可したアクセスだけを

判別して通過させる機能を持つのがファイアーウォールです。

パソコンにインストールして利用できるパーソナルファイアー

ウォールと呼ばれるソフトウェアの他に、ルーターなどの専用

の機器を設置するファイアーウォールもあります。UTM（統

合型脅威管理）という専用機器は、不正アクセス以外にも、

ウィルス、マルウェアなどを統合的に防御できます。また、

ネットワークの出入り口に設置するので、ネットワーク全体を

これらの脅威から防ぐことができます。 

 パソコンには、アンチウイルスソフトもインストールしてお

くと、ネットワーク以外で侵入してきたウィルスを検知して削

除してくれます。常に最新版にアップデートしておくのを忘れ

ないようにして下さい。 

 OSのセキュリティホールの対策は、自動更新プログラムと

いう機能を有効に設定して下さい。自動更新プログラムはOS

の標準機能で、重要な更新プログラムをインストールし、セ

キュリティを向上させます。パソコンの出荷時の状態ではこの

機能が有効になっています。無効になっている場合は、有効に

設定し直すことをお勧めします。 

 

 

（会社プロフィール） 

名称：丸天産業株式会社 

設立：昭和48年3月20日 

所在地：広島県福山市東手城町2-5-25 

TEL：084-943-0666  

URL：http://www.maruten.net  

ROUNDTOPブランドページ 

       ：http://www.roundtop.jp 

 

（お客様の声） 

 ビジネスソフト社には、給与計算システムで長年お世話になっ

ており、この度のマイナンバーにも対応していただきます。井上

社長とは２０数年前に中小企業家同友会で会って以来、公私とも

に懇意にさせてもらっています。当時パソコンは成長過程にあっ

て、WindowsかMac（アップル）かで論議してたものです。時

代は随分変わりました。印刷技術の進化はもう息子たちに任せて

います。今回のマスキングテープもそうです。これからも時代環

境に適合して行かなければと思っています。 

 このたびはシール・ラベル印刷の丸天産業株式会社様をご紹介

させていただきます。丸天産業様は福山市東手城町に本拠を構え

食品用ラベルや包装用シールなど、様々な分野のシール・ラベル

を企画から納品まで、自社一貫生産体制で行われています。 

 そして今、丸天産業様の新事業がシール・ラベル印刷業界の成

功事例として注目を集めています。それはマスキングテープをは

じめとしたステーショナリーグッズ製作事業で、ROUNDTOP

（ラウンドトップ）ブランドで展開されています。近年「カープ

女子」や黒田選手の復帰で全国的に人気上昇中で、応援グッズも

話題のプロ野球の広島東洋カープですが、そのカープグッズに丸

天産業様の大ヒット商品があるのです。「カープ坊や」やカープ

の選手のイラストがプリントされた「カープマスキングテープ」

です。カープと丸天産業様のコラボレーションで誕生し、今では

他球団やJリーグのチームからも製作依頼があるそうです。この

ほかにも様々な会社とのコラボレーションでデザイン性の高いマ

スキングテープやシールを商品化されており、ROUNDTOP

（ラウンドトップ）ブランドは国内に留まらず、既に海外数十カ

国でも販売されています。丸天産業様の今後の事業展開からは、

ますます目が離せません。 

代表取締役社長 
佐藤 教夫様 
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ビジネスソフト社の取扱い商品・サービス 
 導入からアフターフォローまでサポート致します。 
 ビジネスソフト社にお申し付けください。 

ＢＩツール（ビジネスインテリジェンスツール） 

表示価格は税別です。また、セットアップ料
を別途申し受けます。価格表示のない商品は
御見積いたしますので、ご相談ください。 

リ ン ク ス ゲ ー ト 

販売管理 
システム 

 
蓄積されたデータ 
売上､仕入､入金､ 
支払､商品､在庫､ 
事業所､担当者､ 
エリア､…等々 

 

基幹業務システムに蓄積された様々な情報と連携します。 連携イメージ 

 
データ 

システムのデータを参照し
必要な情報をリアルタイム
に表示します。 
蓄積されたデータ（資産）
が、グラフィカルに生まれ
変わります。 

「わかりやすさ」を追求したデータ分析ツール 

①デザイン 
カスタマイズ 

②簡単分析！ 
ドリルダウン 

④基幹システム 
と直接連携 

③情報共有＆ 
Excel出力 

BIツールで大切な「わかりやすさ」を追求 
お使いのデータをわかりやすく分析するため 
に、必要な機能を厳選！ 
シンプルで使いやすい 
操作性を実現しました。 
ＢＩツールは「難しい」 
という観念を払拭します。 

データ分析のプロセスを簡略化 
毎回の会議資料の作成は、「Linxgate」だけ
でＯＫ！ 
一元管理でデータ拡散を防止 
し、データベース直結だから、 
常に「活きたデータ」を活用 
できます。 

リンクスゲートが選ばれる4つの特長 

ＢＩツールとは？ 
業務システムに蓄積された大量のデータを意思決定に活用できる 
形式にまとめる、データ分析ツールです。 

必要な機能を厳選し「わかりやすい」を追求した分析ツール。 
システムに蓄積された情報から、意思決定の判断材料をすぐに導き出せる。 
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ビジネスソフト社の取扱い商品・サービス 
 導入からアフターフォローまでサポート致します。 
 ビジネスソフト社にお申し付けください。 

表示価格は税別です。また、セットアップ料
を別途申し受けます。価格表示のない商品は
御見積いたしますので、ご相談ください。 

業務システムソリューション 

お客様のニーズに合わせたシステムを開発 
オーダーメイドシステム開発 

カスタマイズできる業務パッケージソフト 
ＷinWinきゅうよ・はんばい・ざいむ 

（給与計算・販売仕入管理・財務会計） 

土地家屋調査士様向け 
報酬額計算ソフト 福太郎21Ver5.0 

●報酬額計算書の作成 
●見積・請求・領収書の作成 
●年間集計表などの作成 

ご提供価格30,000円 

●販売開始から30年 
●パッケージでありながらお客様の 
 ニーズに合わせカスタマイズ対応 

●様々な業種、業務の開発実績 
 販売仕入管理、財務会計、給与計算、 
 生産管理、工程管理、在庫管理、 
 保険業務管理、人事管理、 
 浄化槽管理、薬品在庫管理など 

勘定奉行のOBC 
オービックビジネスコンサルタント 

会計ソフトはピーシーエー 
PCA（ピー・シー・エー） 

◆奉行i8シリーズ 
◆マイナンバー制度導入支援キット 
◆OMSS+マイナンバー収集・保管サービス 

弊社はOBC奉行iシリーズ指導認定パートナーです。 

◆PCA Xシリーズ、PCAクラウドシリーズ 
◆PCAマイナンバー取扱規程作成【セルフ】 
◆PCAマイナンバー収集サービス 
弊社はPCAシステムインテグレーションパートナーです。 

ＩＤＣ（インターネットデータセンター） 

ICT資産の所有から利用へ 
Ryobi-IDCサービス（両備システムズ）  

クラウドホスティングサービス 

ハウジングサービス 

バックアップデータを安全保管 
安心・安全な設備環境 
 二系統受電、自家用発電装置、窒素ガス消化、監視カメラ、 
 専任オペレータ、無停電電源装置、空調冗長、 
 入退室システム、24時間365日、ハイブリッド免震構造 

おかやまクラウドセンター Ryobi-IDC 第2センター 

仮想プラットフォームサービス 
堅牢なデータセンター内に管理されている仮想マシン
をご利用頂けるサービスです。 

ラックコロケーション 
お客様側で用意されたサーバやネットワーク機器を
IDCでお預かりするサービスです。 

遠隔バックアップサービス 
お客様の重要なデータをWAN越しで毎日自動でバック
アップを行うサービスです。 

建設業様向け原価管理システム 
どっと原価シリーズ（建設ドットウェブ） 

●個別プロジェクト原価管理を徹底管理 
●全国3,000社以上の導入実績 

全社業務の流れをトータルにサポート 
受注前から受注後までの業務の合理化と早期チェック体制 
の両立を支援します。 

ICカード認証  サーバルーム 

監視カメラ 

免震構造 

生体認証   

窒素ガス消火 

●案件管理（見積、受注） 
  ▼ 
●予算計画（実行予算、発注） 
  ▼ 
●原価管理（日報、仕入）→給与・会計とデータ連携 
  ▼ 
●支払・請求（支払、売上回収）→会計とデータ連携  

牛乳販売店様向け 
牛乳宅配管理ソフト Milware ミルウェア 

●顧客と配達を簡単登録 
●品揃表を簡単印刷 
●請求書も簡単発行 
 ご提供価格250,000円 
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クラウド型CRM/SFA（顧客情報管理・営業支援） 

クラウド型CMS（ホームページ制作ツール） 

生命保険事業 

これから加入される方も、見直しをご検討中の方も 
ビジネスソフト社が保険選びのお手伝いをいたします。 

生命保険をわかりやすくマンガにしま
した。この冊子を読むと、保険が分か
ります。そして無駄が分かります。   

自分に合ったプラン選び 
 

ライフステージや将来設計、目的など
でプランは違います。最適なプランを
ご一緒に考えます。 

【お問い合わせ先】 
 担当 井上 幹雄 
 携帯：090-8244-0454 
 メール：mikio@bscnet.co.jp 

簡単！多機能！あっと驚くCMSで簡単ホームページ作成 

さあ、成功をご一緒に。 
変革を支援するソリューションをご提案します 

売上げ 
37% UP 

営業生産性 
44% UP 

顧客満足度 
45% UP 

* 出典 :第三者機関Confirmit社が、セールスフォース・ドットコムの顧客企業4,600社超を対象に実施した調査の平均（2015年5月） 

ビジネスソフト社はセールスフォース・クラウド・アライアンス・パートナーです。 

世界シェアNo.1のオールインワンCRM ソリューション 
salesforce セールスフォース 

●専門知識や経験がなくても簡単操作で作成・更新できます。 
●多彩なテンプレートから高品質なホームページを作成できます。 
●ブログやメールフォーム作成、スマホサイト自動生成など機能満載です。 
●そのうえご利用料金は初期費用なしの月額8,000円（税別）です。 
●月額500円（税別）のオプションでECショップサイトもできます。 
 

詳しくは「みやしい」をご検索ください。http://miyasii.com 

このたびオプションで新サービス開始！ 
SEO対策ツールが「みやしい」に合体！ 

 通常アウトソーシングでプロのSEOエンジニアが行うSEO対策を、自社で簡単に
行えます。検索エンジンで上位10位以内の約10万サイトのデータを日々収集し、検
索エンジンアルゴリズム分析指標をもとにホームページをチェックします。チェッ
クに従い編集するだけで検索エンジンが好むホームページに更新できます。 
  

SEO対策も 
みやしい！ 


