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謹賀新年 
 ２０１６年の夜明け、どんな思いで迎えられましたでしょう

か。今年の干支は丙申（ひのえさる）です。専門家によると、

「申」という字は、「樹木の果物が熟して固まっていく様子」

を表し、「形がはっきりする」「地が固まる」年であり、

「丙」は「火」を表す字で、「横に燃え広がる」「明らかにな

る」という意味を持ち、この２つが合わさって「物事が大きく

進歩発展し、成熟する年」になるそうです。何かを始めるとい

うより、これまでの頑張りが形になって評価されるとか、あや

ふやなことにけじめがつくとかです。 

 弊社では２年前からセールスフォースによるクラウドビジネ

スを展開しつつありますが、福山、備後地域ではなかなかクラ

ウドに関心が薄く他地域に比べて遅れている感があります。 

IoT (Internet of Things)、IoE (Internet of Everything) も

しかりです。新しい形でものがつながり、時空を超えた「情報

伝達」の時代へ早くステップアップして、もっと福山、備後ら

しさを発揮してほしいと願っています。今年はそうしたクラウ

ドビジネスを展開し、成熟する年になるような予感がします。

世界的にも日本の技術力の低下や個人のGDPの低さが問われ

ています。これまでの低成長での頑張りが形になって評価され、

地元地域の活力が実を結び成果が出る年にしたいものです。今

年もよろしくお願い致します。 

街で見た光景、んっ！ 

とんど 
元和３年(1613）水野勝成の福山築城に伴って整備され、

以来正月ごとに囃音頭とともに町内を巡行し、最後に華や

かにはやし焼かれた。（「備陽史探訪」より） 
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 ◆IoT/IoE 

 ◆マイナンバー運用開始 

 ◆ストレスチェック義務化 

 2016年1月からマイナンバーの運用が始まりました。既に

個人番号通知カードの発送は終わり、1月からは申請者に個人

番号カードの交付が始まりました。先ずは社会保障、税、災害

対策に関する行政手続にマイナンバーが利用されることになり

ます。 

 2018年から預貯金口座にもマイナンバーを紐づけする話も

あります。将来的には預貯金口座のほか、医療などの分野でも

利用されることが検討されています。 

 このようなマイナンバーですが、万一漏えいした場合、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。 

 マイナンバーの漏えい防止対策が、まだ整っていない場合、

早急な対応が必要です。 
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 最近頻繁に目にするようになってきた「IoT（アイ・オー・

ティー）」とは「Internet of Things」の略称で「モノのイン

ターネット」と呼ばれています。パソコンやスマートフォンな

どのIT機器だけでなく、家電製品や自動車、そしてドローン、

その他あらゆるモノにICタグやセンサーが内蔵され、インター

ネットに接続される技術、あるいは概念です。接続されたモノ

から収集される情報の活用や、接続されたモノの遠隔操作など

によってもたらされる新しい価値やサービスが、私達の生活を

大きく変えようとしています。 

 そして「IoT」よりさらに進んだ概念として「IoE（アイ・

オー・イー）」があります。「Internet of Everything」の略

称で「全てのインターネット」と呼ばれています。スペインの

バルセロナ市のバーチャル（仮想）市役所が「IoE」の事例と

してよく紹介されています。市民が実際の市役所に行かなくて

も様々な行政サービスを、バーチャルの市役所で受けられるの

というものです。 

オーディオ 

タブレット 
電車 

 ◆軽減税率への対応準備 

船舶 

 昨年の話になりますが、2015年12月にストレスチェック

が義務化されました。メンタルストレスによる労災認定件数は

過去10年で約3倍に増加しています。こうした背景から労働者

のメンタルヘルス対策を目的として、従業員50人以上の事業

場には医師または保健師による検査（ストレスチェック）の実

施が義務付けられたのです。 

 企業はストレスチェックの準備、実施、事後の措置などを法

令に準拠した手順で行う必要があります。 

 来年2017年4月に消費税率が10%に引き上げとなった場合、

軽減税率が導入される予定です。軽減税率の対象品目が検討さ

れていますが今年決定されるはずです。 

 企業は今年のうちに準備を始める必要があります。例えば業

務システムの対応です。2年前に8%になった時と今回では、

軽減税率がある点が異なります。年間保守契約の加入で対応で

きる場合、有償バージョンアップが必要な場合などがあります

ので、使用システムの導入業者、メーカに確認する必要があり

ます。また、軽減税率に伴うレジ改修などに補助金が交付され

る話もあります。情報収集のうえ早めの準備が必要です。 
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役所 

会社 
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 ◆ご相談ください。 

 マイナンバーの運用やストレスチェックの実施などの業務対

応をサポートするサービスが、業務パッケージソフトメーカの

「OBC」や「PCA」からリリースされています。マイナン

バーやストレスチェック対応ソリューションに関するご相談は、

OBC、PCA販売店の弊社までお申し付けください。 

 また、情報漏えい対策や軽減税率の対応につきましてもお気

軽にご相談ください。 

㈱ビジネスソフト社 TEL.084-923-7522 
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「メール」編 

昨年を振り返り…2015年のビジネスソフト社の出来事 

●建設業様向けソリューションセミナー（10/14） 
 原価管理システムで全国3,000社以上の導入実績を持つ(株)建設

ドットウェブを講師にお迎えいたしました。 

 工事原価管理システム「どっと原価」に関するご相談は弊社にお申

し付けください。 

●データ分析ソリューションセミナー（11/17） 
 富士通パートナーのソフトメーカー、日本システム㈱を講師にお招

きいたしました。  

 データ分析ツール（BIツール）「リンクスゲート」に関するご相談

は弊社にお申し付けください。 

 昨年弊社は両備グループの(株)両備システムイノベーションズとの協業を、より一層強化いたしました。両社で企画し、

お客様への情報提供を目的とするソリューションセミナーを開催いたしました。 

ご参加くださいました皆様、お忙しい中ご来場いただき誠にありがとうございました。 

●第66回広島県土地家屋調査士会定時総会（5/29） 
 前年に引き続き、弊社製品の土地家屋調査士様向け報酬額計算ソフト

「福太郎21Ver5.0」を出展させて頂きました。 

 広島県土地家屋調査士会の関係者の皆様、ブースにお越しくださいま

した皆様、誠にありがとうございました。 

☆メールソフトとWebメール 
 メールソフトは、メールを作成して送ったり、受け取った

メールを確認したりするアプリケーションです。代表的なもの

に「Windows Live メール」（ウィンドウズ ライブ メール）

や「Outlook」（アウトルック）などがあります。 

 Webメール（ウェブメール）はメールソフトではなく、イン

ターネットのブラウザから同様の機能を使うことができます。

データはインターネット上のコンピューターに保管されるので、 

 

自宅や会社、出張先などで全く同じように使うことが出来ます。

代表的なものに「Gmail」（ジーメール）や「Yahoo!メー

ル」（ヤフーメール）などがあります。最近ではスマートフォ

ン向けのアプリもありますので、スマートフォンからもメール

の操作が可能です。 

 下表のように、両者それぞれにメリットとデメリットがあり

ますので、用途に合わせて使い分けができると便利です。 

  メリット デメリット 

メールソフト 

・インターネットに接続できなくても、受信済みメールを

読むことが出来る 

・各種機能の使い勝手や設定の自由度はWebメールよりも

数段上 

・メール検索などの機能もWebメールより高速に使える 

・使う前にインストールと設定が必要 

・設定したパソコン以外では使えない 

・パソコンを買い換えたら、メールデータやアドレス帳の移行が必要 

・メールアドレスはプロバイダなどに申し込みが必要 

・パソコンにデータを保存するので、容量の確保が必要 

Webメール 

・インストール不要で設定が簡単 

・自宅、会社、スマートフォンなど、いつでもどこでも同

じメールを使える 

・無料の会員登録でメールアドレスが作成できる 

・データ容量をほとんど気にしなくて良い 

・インターネットに接続できないと使えない 

・情報漏えいの危険があるので注意が必要 

（例えば、パソコンを他人と共用する場合は必ずログアウトする、

ネットカフェなどで利用する場合は、ブラウザに履歴を残さないよう

にするなど） 

・サービスが終了されることがある 
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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） 

●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、在庫管理など 
●販売仕入管理＋EDI連携システムなど 
●システム化による業務改善をご支援 

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i10シリーズ 
◆OBCマイナンバー対応ソリューション 
◆OBCストレスチェック対応ソリューション 

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マイナンバー対応ソリューション 
◆PCAストレスチェック対応ソリューション 
弊社はPCAシステムインテグレーションパートナーです。 

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。 

●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  

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 

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 

ＢＩツール（ビジネスインテリジェンスツール） 

 
基幹業務 
システム 

 
蓄積されたデータ 
売上､仕入､入金､ 
支払､商品､在庫､ 

等々 

 
 

データ 

「わかりやすさ」を追求したデータ分析ツール！ 
 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 
 されたデータを参照し、必要な情報をリアルタイムでグラフィカルに表示。 

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 
Linxgate リンクスゲート（日本システム） 

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。 

既存のシステム
に直接連携！ 
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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。 

セキュリティソリューション 

ネットバンキング不正送金やマイナンバーなどの情報漏えいの対策に 
ＵＴＭ（統合脅威管理） 

 インターネット  

事務所 ルーター 

ハブ 
パソコン 

①UTM 

イメージ図 

ワンドア 
ツーロック 
の対策が 
有効です。 

②セキュリティソフト パソコンにインストール 

UTM（Unified Threat Management）とは？ 

統合脅威管理と呼ばれ、ファイアウォール、ウイルス

対策、Webフィルタリング、不正侵入防御といった

複数のセキュリティ機能を統合したものです。 

トライポッドワークス CuteBOX 

●業界トップクラスのアンチウイルスエンジン搭載 

●10年連続シェアNo.1のWebフィルタリングを採用 

※想定接続PC台数：～30台 

参考5年リース月額16,000円 

サクサ SS3000std 

●見える化ツールで導入効果を簡単で視覚的に把握 

●欧米でトップシェアのアンチウイルスエンジン採用 

※想定接続PC台数：～10台 

参考5年リース月額10,500円 

※上記リース料金には通常の設置・設定費および5年間分の
ライセンス料が含まれております。 

インターネット
の出入口に設置 

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。 

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 

 ネットバンキングの不正送金被害が増加しています。2015

年上半期（1～6月）の被害総額は15億円を超え、全国144の

金融機関で被害が確認されています。 

 また2016年1月からマイナンバーの運用も始まり、企業は従

業員のマイナンバーを取り扱う必要があります。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。 

 こうしたリスクに対応するため、OSのアップデート、セ

キュリティソフトや情報漏えい対策ツールの利用、パスワード

の変更、そしてUTMの設置などを推奨しております。 
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〒720-0072 広島県福山市吉津町5番8号 
TEL: 084-923-7522 FAX: 084-923-7647 
URL: http://www.bscnet.co.jp 

クラウド型CRM/SFA（顧客情報管理・営業支援） 

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 

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 

●顧客情報の一元管理 
●リアルタイムの「見える化」 
●最低限の負荷で、最大限の情報を 
●ノウハウの共有・蓄積 
●社内コミュニケーション・コラボレーションの強化 

クラウド型CMS（ホームページ制作ツール） 

簡単！多機能！あっと驚くCMSで簡単ホームページ作成 

●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！ 

顧客基本情報 

担当者 

商談 

問合わせ 

活動予定 

活動履歴 

ダッシュボード 

お客様の導入成功事例はこちら 
http://www.salesforce.com/jp/customers/ 

モバイル 

セールスフォース 事例 検索 

http://www.salesforce.com/jp/customers/

