株 式 会 社 マイクロメイツ

サービス導入事例集

❶ 定着化アセスメントサービス

❷ チェンジマネジメント支援サービス

❸ トレーニングサービス

❹ ヘルプデスク構築サービス

❺ マニュアル制作サービス

❻ 運用改善提案サービス

導入事例

［ Windows7/8・Office 移行導入 ］

三菱商事ファッション株式会社
Windows・Officeの移行支援サービスを活用

社名

三菱商事ファッション株式会社

三菱商事グループのアパレル OEM 事業を担う

URL

http://www.mcf.co.jp

雑貨等の企画・生産・調達から販売に至るまで、

事例概要

●

導入期間

Windows XPからWindows 7への
移行支援
● Oﬃce 2003からOﬃce 2010への
移行支援
約3ヶ月

中核子会社として、アパレル製品・生地・原料・
付加価値の高いソリューションサービスを提供して
いる三菱商事ファッション株式会社様。
Windows XPからWindows 7 への移行ならびに
Oﬃce 2003からOﬃce 2010 への移行を、マイ
クロメイツが全面サポートさせていただきました。

マイクロメイツ提供サービス内容

社員向け移行研修
●

1.5 時間×20コマ（デモンストレーション形式 ）

●

Windows XP → Windows 7 の差分について学習

●

Office 共通での差分について学習

専用ヘルプデスク
●

既存ヘルプデスクへの増員を実施

●

Windows 7・Office 専用窓口を 2ヶ月間設置

Excel 2010研修
●

業務上使用機会の多い Excel について専用の研修を実施

お客様の声
当社向けにカスタマイズされたExcel 研修がユーザーから好評でした。大変満足しています。

❶ 定着化アセスメントサービス

❷ チェンジマネジメント支援サービス

❸ トレーニングサービス

❹ ヘルプデスク構築サービス

❺ マニュアル制作サービス

❻ 運用改善提案サービス

導入事例

［ ヘルプデスク ］

リコージャパン株式会社
サービス品質が高く、お客様からのクレームも0件でした
社名

リコージャパン株式会社

URL

http://www.ricoh-japan.co.jp/

事例概要

●

大手都市銀行様のPC入替（Windows XP→
Windows8、Oﬃce2003 → Oﬃce2013）に
伴う
「特設ヘルプデスク」の構築・運用

導入期間

2013年4月〜2014年3月

リコー製品を中心とする通信機器や消耗品など
の販売や、実務改善を含めたコンサルティング
からシステム設計、アフターサービスに至るまで
オフィスのトータルソリューションを提供しているリ
コージャパン。 そのクライアントである大手都市
銀行様の大規模なPC 入れ替えに伴い、特設
ヘルプデスク業務やユーザー向けドキュメントの
制作、キーマン向け研修の実施などをマイクロ
メイツがお手伝いさせていただきました。

お客様の声
導入の背景

既存のヘルプデスクチームと連携できる業者探し

入れ替えるPCが大規模だったため、既存のヘルプデスクだけでは対応が困難であり、PC の入替・展開に合わせた「特設ヘルプ
デスク」が必要と判断しました。 そこで既存のヘルプデスクチームとうまく連携しながら、しっかりとしたユーザーサポートを提供できる
業者を探しました。
マイクロメイツを選んだ理由

Windows8とOﬃce2013に対する知見が決め手

その中で、マイクロメイツさんには Windows 移行（PC 入替）に関するユーザー教育、マクロ検証、特設ヘルプデスクなどの
十分な実績があったので、今回の案件をおまかせすることにしました。 特にWindows8とOﬃce2013 の教育について知見があった
ことが決め手でした。
ヘルプデスク実施までの準備

万全の準備でスムーズなヘルプデスク運営を実現

準備期間においては、マイクロメイツさんにはまずユーザー環境の理解から始めてもらい、ユーザー対応の体制作りを行いました。
その上で、クイックリファレンスなどのユーザー向けのコンテツ制作やキーマン向けの差分研修などを状況に合わせ柔軟に実施してもらう
ことができました。 特にクイックリファレンスを全ユーザーの PC に同梱したことは大きかったですね。 結果的にユーザー対応時間
の削減やコール件数の削減につながったと感じています。 これらの準備を万全に行ったことで、スムーズなヘルプデスク運営をすること
ができました。
ヘルプデスクの品質についての評価

「引き続き残ってほしい」という声まで

マイクロメイツさんのスタッフはWindows および Oﬃce の知識がしっかりしていて、一次回答率も高く、お客様の満足度も高かったと
思います。 また、Oﬃceや OS 操作以外の PC 入替に関する問い合わせが既存ヘルプデスクへ殺到したことがあったのですが、その際
も積極的にコール対応するなど柔軟に対応してくれて助かりました。 既存のヘルプデスクチームからもコミュニケーション力および応対
品質の評価が高く、
「引き続き残ってほしい」という依頼を受けるほどでしたね。
サービス全体に対する満足度

お客様からのクレームは0件

特設のヘルプデスクとはいえ、この規模の稼働でお客様からのクレームが 0 件だったというのは、特筆すべきことだと思います。サポー
トのレベル（スキル）の確かさだけでなく、メンバー全員のコミュニケーション能力の高さと、チーム内でしっかり情報共有ができている
ことに驚きました。 加えて、早めに出勤して準備を万全にするなど、メンバーの仕事に対する姿勢の高さには感心しましたね。
全体として非常にスムーズな業務ができたので、たいへん満足しています。

❶ 定着化アセスメントサービス

❷ チェンジマネジメント支援サービス

❸ トレーニングサービス

❹ ヘルプデスク構築サービス

❺ マニュアル制作サービス

❻ 運用改善提案サービス

導入事例

［ 操作マニュアル ］

株式会社日立メディコ
専門用語にもしっかり対応してくれるので安心です
社名

株式会社日立メディコ

URL

http://www.hitachi-medical.co.jp

事例概要

導入期間

X 線超音波診断装置他、総合医療機器・情報
システム・分析装置の製造販売・保守サービス
を展開している株式会社日立メディコ様。

●

医療機器の操作マニュアル制作

●

関連ドキュメントの翻訳作業（英訳・和訳）

その高い専 門 性と信 頼 性が求められる医 療

●

指定の書式に沿ったDTP作業

機器製品の操作マニュアルをマイクロメイツが

2009年から継続的に受託

制作させていただいています。

お客様の声
導入の背景

マニュアルの品質向上を目指して

マニュアルの制作を社内で行う場合、技術的な品質の維持や短期間での対応といった点で、どうしても限界があります。 そういった
背景から、制作ノウハウを持つ専門業者に依頼したいと考えました。 新しいパートナーの力を借りることでマニュアルの品質が向上する
のではないか、という期待をもって選定に当たりました。

専門用語やアプリケーションを熟知

マイクロメイツを選んだ理由

医療機器という製品の性質上、医療専門用語や IT 専門用語にも対応できる会社でないと務まりません。 その点マイクロメイツさんは、
以前から当社のヘルプデスクを請け負っていただいているということで、知識や実績の面で信頼関係が既に築けていたのが大きかった
です。
当社ではWord や PowerPointでマニュアルを用意するため、各アプリケーションを専門的に使いこなせることも条件だったのですが、
マイクロメイツさんはその点でも全く問題なかったですね。 安心しておまかせすることができました。
サービスに対する印象

「質問」ではなく「提案」する姿勢

制作に当たって感心したのが、マイクロメイツさんの積極的な姿勢です。 こちらが指示した範囲だけでなく、改善が必要と思わ
れる点について進んで提案・試作してくれるんです。 たとえば元の原稿のあいまいな部分について、「どうすればいいですか？」
という質問形式ではなく、
「このように対応したのですが、どうでしょうか？」という提案形式で確認をしてもらえるため、私たちの負担
が少なくて済み、とても助かりました。
当社が要求する書式に対しても適切に対応してくれています。 元原稿を作成する社内担当者が複数いて、OS や Oﬃce のバー
ジョンなどの制作環境が異なるのですが、その場合の問題点や注意事項についてもマイクロメイツさんは熟知されていますからね。

今後に向けて

細かな指示のいらない信頼関係

マイクロメイツさんのスタッフの品質・定着率は素晴らしいですね。 現場が安定して動いているなと感じます。
長くやり取りをしてきていますが、マイクロメイツさんの社内できちんと情報共有してくれているので、現在ではこちらが素材を用意さえ
すれば細かな指示をしなくても対応してもらえる関係になっています。ぜひこれからも引き続きお願いしたいと思っていますよ。

❶ 定着化アセスメントサービス

❷ チェンジマネジメント支援サービス

❸ トレーニングサービス

❹ ヘルプデスク構築サービス

❺ マニュアル制作サービス

❻ 運用改善提案サービス

導入事例

［ 操作マニュアル ］

A社（シェアードサービス提供企業）
多くのノウハウが詰まった質の高いマニュアルです
社名

A社（シェアードサービス提供企業）

事例概要

●

導入期間

総務系基幹システムの
ユーザーガイド制作
● 申請ガイド4種の新規作成

内容が古くなり、ユーザーの使い勝手が悪く
なってしまった基幹系システムの操作マニュアル。
それをマイクロメイツが 現 状に即した内 容に
一新、
「見やすい・分かりやすい・使いやすい」
マニュアルをご提供しました。

約2ヶ月

お客様の声
導入の背景

マニュアルのアップデートができていなかった

基幹システムをカットオーバーした後、機能改善や機能追加を繰り返し行っているのですが、マニュアルは改訂されないままになって
いました。 実際の画面とマニュアルに掲載している画像とが異なるなど、記載内容が古くなった部分や説明が不足している部分が
あり、ユーザーに活用してもらえないマニュアルになっていたのです。 その結果、日常的にヘルプデスクへの問い合わせが増え、
大きな負担がかかっていました。
その状態を解消するため、新たな操作マニュアルを制作することにしたのですが、社内にリソースがなく外部の業者にお願いすること
になりました。 選定に当たっては、まず下記の制作方針が挙げられ、これらを踏まえた上で期間内に制作してくれる業者を探しました。
「見やすい・分かりやすい・使いやすい」マニュアルにする

●
●

機能改善箇所について内容をアップデートする

●

サンプル画面の作成時など個人情報・会社情報の取扱いに注意する

●

ユーザーの声を反映して記載内容を充実させる

●

システムの動作説明と業務手順に基づく操作説明を区別する
マイクロメイツを選んだ理由

明確な制作ポリシーと質の高いサンプル

マニュアル制作会社のホームページを見比べ、マニュアルの制作ポリシーが明確で当社のニーズに合っていると思われた3 社の中から
最終的にマイクロメイツさんに決めました。 分かりやすさやユーザー視点を大切にしているところなど、こちらの制作方針に通じる部分が
ありましたね。
マイクロメイツさんは見積金額も満足できるものでしたし、さらに提示してくれたサンプルの質が高かったんです。 実際に10 名くらいの
メンバーで回覧したのですが、「パッと見やすいレイアウト」
「ページ数が多すぎず少なすぎず、ちょうどいい」
「画面の画像を大きく載せた
上で説明が加えられているので初心者でも理解しやすい」
「項目が順序良く分けられていて、困ったときに調べやすい」
「ページごとに
必要な情報や Q&Aが載せられているのが便利」など、みんなから高評価でしたよ。
サービス導入の効果

制作ノウハウという付加価値も

新しいマニュアルの効果か、ヘルプデスクへの問い合わせ数が前年度と比較して減ってきています。 また汎用性の高い内容に
なっていて、研修用のテキストとしても使えるため余分なコストを抑えることができました。
私たちにとってもマニュアル制作のノウハウなどは大いに参考にすべきものばかりで、手順書などの社内制作に早速応用する
など、思ってもいなかった好影響を与えてくれました。マイクロメイツさんのサービス全般については大変満足していますよ。
今後も機会があればぜひ活用したいですね。

❶ 定着化アセスメントサービス

❷ チェンジマネジメント支援サービス

❸ トレーニングサービス

❹ ヘルプデスク構築サービス

❺ マニュアル制作サービス

❻ 運用改善提案サービス

導入事例

［ 業務マニュアル ］

株式会社サントリーショッピングクラブ
マニュアルでスタッフ間に共通の土台ができました
社名

株式会社サントリーショッピングクラブ

URL

http://www.suntory-sc.com/

事例概要

●

データチームにおける
業務マニュアルの
制作

サントリーグループの一員として、全国の酒販店
向けの業 務 用ツールや飲 食 店 向け酒まわり
ツールを販売する「業務用ビジネス」と、グループ
内外の企業に向けたプロモーション企画・運営
を手がける「販促ビジネス」の二つのビジネス
を展開している株式会社サントリーショッピング
クラブ様。 そのデータチームの業務マニュアル
をマイクロメイツが制作しました。

お客様の声
導入の背景

作業工程や管理方法がバラバラな状態だった

取り扱う案件や対応件数が増えるにつれ、データを管理するための Access のファイル数も増えてきました。 管理作業は複数の派遣
スタッフで行っていたのですが、全体の流れが分かる業務マニュアルがなく、各人の作業工程や管理方法が異なっていたため、ミスが
発生した場合に原因を追究するのが難しい状況になってしまっていました。また新人が配属された際に教材となるマニュアルもなく、この
ままでは問題があるなと感じました。

マイクロメイツを選んだ理由

十分な実績とコミュニケーション力の高さ

選定の条件にまず挙げたのは、Access について熟知していること、Access についての実績を有していること。 その点でマイクロ
メイツさんには十分な実績もあり、信頼できました。 最初にこちらから問い合わせをした際に迅速に対応してくれたのも好印象でしたね。
当社からもいろいろな人間が関わるプロジェクトでしたが、マイクロメイツさんのスタッフはコミュニケーション力が高く、打ち合わせも
スムーズだったので、これなら大丈夫だと感じました。 体制や役割分担（ライター・管理・営業）がしっかりしていたのも選定のポイ
ントでした。

サービス導入の効果

共通認識が生まれて作業分担も容易に

完成したマニュアルはレイアウトも良くて、
「プロにまかせて良かったな」と思いました。
やはりマニュアルがあることで、安心して派遣スタッフへの説明ができるようになったことが大きいですね。それまではスタッフの習熟度
にどうしても個人差があったのですが、そのバラつきが小さくなり全体的に向上しました。
またマニュアルという土台ができたことで、スタッフ同士の共通認識が生まれ、作業の分担もしやすくなりましたね。

今後に向けて

マニュアルに対する他の部署の意識も変わった

現在までに3 つの部署の業務マニュアル制作を依頼しています。 社長も目を通していますよ。 マニュアルの必要性について認識して
いながら、どの部署もなかなか着手できていなかったのですが、最初に作ったデータチームのマニュアルが意識を変えてくれたんだと思い
ます。
今後は納品後 1〜2ヶ月運用した時点でのアフターフォローなどもサービスメニューとして加えてもらえるとうれしいですね。期待しています。

❶ 定着化アセスメントサービス

❷ チェンジマネジメント支援サービス

❸ トレーニングサービス

❹ ヘルプデスク構築サービス

❺ マニュアル制作サービス

❻ 運用改善提案サービス

導入事例

［ 操作マニュアル ］

フォトロン メディカル イメージング株式会社
マニュアル制作のガイドラインが役立っています
社名
URL
事例概要

フォトロン メディカル イメージング株式会社
http://www.photron.co.jp/products/medical/
●「Kada」
シリーズの

操作マニュアル作成および
継続的なバージョンアップ
導入期間

2006年作成。現在も定期的な改訂作業を実施中。

最新の動画処理技術による動画ネットワーク
システムを構築する「Kada」シリーズなど、医用
画像の高速表示・管理・配信をはじめとする
トータルソリューションを提 供するフォトロン
メディカル イメージング株式会社。
その製品群の操作マニュアルについて、マイ
クロメイツが制作およびその後の改訂作業を
行っています。

お客様の声
導入の背景

求められる高品質マニュアル

当社の製品は医療現場で使用する機器ですから、使用に関する誤りがあってはなりません。 そのためユーザーにとって的確でわかり
やすい、品質の高いマニュアルが必要とされます。
しかし、
それを内製で実現することは時間や労力の面でなかなか難しい状況でしたので、
マニュアル制作のプロにご協力いただくことにしたのです。

ルールを作ったことで負担が軽減

マニュアル製作の過程

初期の段階ではまずマニュアルのガイドライン（ルール）作りから始めました。 全体のレイアウトや体裁など、マイクロメイツさんがこちら
の意向を聞きながらどんどん提案してくれたのが良かったですね。
製品を作っている開発部門にとって、機器が完成した後でさらにマニュアルまで作るというのは一苦労だったのですが、明確なルールを
作ったことでその負担を減らすことができました。それ以降のマニュアルのフォーマットにも統一感が生まれましたね。

柔軟な対応がマイクロメイツの魅力

サービス導入のメリット

マニュアル制作のスピードについても、こちらの製品の開発進捗に合わせてもらうことも多く、助かっています。 たとえばこちらが海外
に出向いているようなケースでも、途中経過のチェックや納品のタイミングを合わせてくれるところなどはすごいと思いますね。とても
感謝しています。
海外製の解析ソフトウエアの日本語マニュアル制作などもお願いしているのですが、その高いパフォーマンスには満足しています。

サービス導入の効果

今では他部門のマニュアル制作にも

マニュアル制作の明確なガイドラインを作ったことで、新しいマニュアルを作る際にも一つひとつ悩まずに済むようになりました。 Word の
機能の使い方、画面キャプチャーの取り方、より効率的にマニュアルを制作する方法などを指導してもらったおかげで、多少の改訂・
修正作業は社内で行えるようになったのも大きいですね。
最初は一つの部門だけで利用していたのですが、今では他部門でも広く活用しています。もう7 年ほど継続していますが、今後もマイ
クロメイツさんには期待しています。

❶ 定着化アセスメントサービス

❷ チェンジマネジメント支援サービス

❸ トレーニングサービス

❹ ヘルプデスク構築サービス

❺ マニュアル制作サービス

❻ 運用改善提案サービス

導入事例

［ 社内規範・規定マニュアル ］

アビームコンサルティング株式会社
全社経営管理高度化に向けた、ツールとして活用しています

社名

アビームコンサルティング株式会社

URL

URL：http://jp.abeam.com/

事例概要

●

アジアを基 点とするグローバルコンサルティング
ファームとして、企業戦略から業務改革、IT 構築・
運用・保守にわたる幅広い領域において、豊富な
専門知識と経験を備えたコンサルタントがユニー

経営管理高度化に

クかつ実践的なサービスを提供しているアビーム

向けた規程／

コンサルティング。 その意志決定をさらに迅速化・

ルールブックの制作

高度化するための規程／ルールブックの制作を
マイクロメイツにご依頼いただきました。

マイクロメイツ提供サービス内容

成果物
●

経理管理高度化にむけた規程／ルールブック

お客様の声
導入の背景

意志決定のさらなる迅速化に向けて

我々の顧客を取り巻く市場環境は、変化のスピードが増すと共に、複雑化しています。 そうした環境における顧客の課題解決・
改革の支援に向け、より最適なソリューションを迅速に提供する事が我々の使命です。 マーケットの「FACT」およびクライアントの
「ニーズ」を正しく把握し、迅速に意思決定を行う事が求められています。
これらを実現するための取組みの一つとして、全社横断での情報収集 / 共有・意思決定を加速するための、
「制度／ルール」
「プロ
セス」
「ツール」を刷新しました。

実施内容と導入効果

浸透・定着化に向けて

今回の取り組みでは、新たな仕組みを作るだけではなく、組織における浸透・定着化を早期に実現する事も重要な要素でした。
これらを実現するために、以下の 3 点を意識した「規程／ルールブック」を準備しました。
（1）
「冗長な文章は避け、簡易な表現・構造化を心がける」 ｰ

簡潔で分かり易い

（2）
「アイキャッチ、表／図等による視認性向上」

ｰ

初見でも理解できる

（3）
「取り組みの背景・理念・目的・ゴールを伝える」

ｰ

納得感を醸成

この「規程／ルールブック」を活用し、社内研修／トレーニングを継続実施し、浸透・定着化を行っています。

❶ 定着化アセスメントサービス

❷ チェンジマネジメント支援サービス

❸ トレーニングサービス

❹ ヘルプデスク構築サービス

❺ マニュアル制作サービス

❻ 運用改善提案サービス

導入事例

［ 操作マニュアル ］

株式会社フリーウェイジャパン
実際に操作する中で、いろいろと指摘してくれて助かりました
社名

株式会社フリーウェイジャパン

URL

http://www.freeway-japan.com/

事例概要

●

導入期間

概要：会計税務ソフトウェア
（クラウドシステム）
シリーズのマニュアル作成

2013年2月からマニュアル作成開始。
約1年かけてシリーズのマニュアル
約10種が完成。

国内企業と会計事務所の活性化を目指して、
『フリーウェイプロジェクト』を推進している株式
会社フリーウェイジャパン。 中小企業の

IT

コスト負 担を実 質ゼロ にするという目標を
掲げ、全て無料で提供しているクラウド型業務系
システム（財務会計、税務、給与計算、勤怠
管理、販売管理、顧客管理）のマニュアルを
マイクロメイツが作成させていただきました。

お客様の声
導入の背景

担当者の負荷が大きく、品質も不十分

提供する製品の種類が増えるにつれて、マニュアルを自社で作成することによる負担が大きくなってしまっていました。 さらにマニュアル
担当者が顧客に対する製品サポートまで行っていたため、前年比 40％増という勢いで利用者が増える状況では、その負荷は限界に
達していました。そういう状態でしたから、マニュアル自体の品質も十分ではなく、
「見づらい」
「使いづらい」
「最新の情報にアップデート
されていない」という声が挙がっていました。そこでマニュアル制作のプロにおまかせしようと決めたのです。

マイクロメイツを選んだ理由

Wordで作成してくれる点も魅力的

まずは3 社ほどに提案を依頼しました。選定のポイントにしたのは「どれくらい自社に負担がかからないか？」
という点でした。正直なところ、
できる限りプロにおまかせしてしまいたいと思ったのです。その中でマイクロメイツさんは、コミュニケーションを円滑に行うことができて、
しっかり対応してくれそうだという印象を受けました。
また他社のマニュアルがデザインソフトで作成するのに対して、マイクロメイツさんはWordで作成してくれるので、後から自社でも修正が
できるという点も魅力的でしたね。

サービス導入の効果

製品リリースのスピードアップにも貢献

まず社員の負担が大きく減りました。 製品開発と並行してマニュアルを作成してもらえるため、製品リリースまでの期間が短縮できる
ようになったのも大きいですね。わかりやすいマニュアルなので、自社の新人に対して指導を行うのも楽になりました。

今後に向けて

さらなる改善の提案を

マニュアルを作成する際に資料が十分そろっていないような場合でも、実際にソフトを操作する中でいろいろな指摘をしてくれるなど、丁寧
な対応をしてくれて助かりました。 今後もマニュアルの見直しやさらなる改善について、どんどん提案してもらいたいですね。

❶ 定着化アセスメントサービス

❷ チェンジマネジメント支援サービス

❸ トレーニングサービス

❹ ヘルプデスク構築サービス

❺ マニュアル制作サービス

❻ 運用改善提案サービス

導入事例

［ トレーニング ］

三菱商事株式会社
ベテラン社員向けのOﬃce研修を実施
社名

三菱商事株式会社

URL

http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/

事例概要

●

Microsoft Word・Excel・
PowerPointに関する
研修・
トレーニング

導入期間

2009年から継続実施中

地球環境・インフラ事業、新産業金融事業、
エネルギー事業、金属、機械、化学品、生活
産業の 7グループにビジネスサービス部門を
加えた体制で、500 社を超える連結対象会社
と共に、世界中でビジネスを展開している三菱
商事株式会社。 ベテラン社員の方に向けた
IT 研修をマイクロメイツが担当させていただき
ました。

お客様の声
導入の背景

ベテラン社員のITスキルアップが課題

三菱商事では、
これから定年を迎えるベテラン社員に対して、再就職支援プログラムを用意しています。自身の強みを見つめ直す「キャ
リアステップアップセミナー」や、社内外の就労に最低限必要なITリテラシーの習得を目指す「IT 研修」もその一つです。
IT 研修では、Word・Excel・PowerPoint の各 Oﬃceソフトの実用的な使い方を身につけられるよう、まず自社での集合研修を
年 4 回にわたって行いました。その際にマイクロメイツさんから講師を派遣してもらったのです。
ただ、このやり方だとプログラムの作成・研修準備・研修用 PC の設定作業などにかかる当社側の手間が大きく、継続的に実施
していくのが大変でした。 そこで、研修場所の提供やテキストの作成などを含め、全てまとめておまかせできないかと相談したのです。
幸い、マイクロメイツさんの研修スペースの規模や立地がちょうど良い具合だったこともあり、次の年からIT 研修を完全に委託する
ことになりました。

マイクロメイツを選んだ理由

独自のテキストとカリキュラムが魅力

IT 研修をおまかせするに当たって、こちらが希望する内容を盛り込んだオリジナルのテキストを作成できること、研修のクオリティが高い
こと、料金が適切であることなど多くの点で要望に応えてもらいました。たとえば「Excelで履歴書を作る」
という具体的なゴールを共有し、
それに合わせたカリキュラムを作ることができるのが魅力的だと感じました。
また社員へのサポートが親切かつソフトで、きっと研修の参加者に対しても丁寧に接してくれるだろうと思いました。 実際に受講者からの
評価も高いですね。

サービス導入の効果

参加者のITスキルアップを実感

現在の実施体制にしてからは、
「集合研修と違って自分のペースで勉強できる」ととても好評です。
どの参加者も、再就職にあたっての履歴書や業務経歴書などがスムーズにできるようになりました。 今まで他人にまかせていた
資料作成も自身で行うようになるなど、目に見えて効果があったと思います。 細かい設定（インデントなど）についても一通り
学べたことで、より効率的に作業ができるようになったのではないでしょうか。
それ以外にもマイクロメイツさんは、講習のスケジュール調整や就労時間外での対応など、様々な面で非常に柔軟に対応し
てくれました。 お願いして正解だったととても満足しています。

導入事例

Ｂ社様（パルプ・紙・紙加工品メーカー）
現状分析と改善提案、両方に期待しています
社名

Ｂ社様（パルプ・紙・紙加工品メーカー）

事例概要

●

導入期間

約2か月

業務課題 可視化サービス

思うように進まない業務の効率化や働き方改革。 合理化を
進めようとしてもどこから手をつけていいのか分からない、と
いうお悩みを持っている企業様も多いです。 マイクロメイツ
では低負荷・短期間で組織内の業務を漏れなく抽出し、検
討材料を提示。働き方改革をお手伝いしていきます。

成 果

業務課題 可視化サービス
（業務一覧構造図、業務分析結果、業務フロー図など）

お客様の声
導入の背景

進まない「現状分析」の打破へ

弊社で問題となっていたのが、受発注に関する作業です。
業務量が多く慢性的に残業も発生しており、これまでにはＡ
Ｉ−ＯＣＲを導入しましたが、うまくいきませんでした。
また過去に何回か社内で「現状分析」を行いましたが、一向に改善が進んでいるようには見えませんでした。
会社としてもお客様への対応向上へ舵を取るため、業務の合理化を図るにはどうすればいいのか、頭を悩ませていました。

適切な「提案」を行うというスタンス

サービス導入の決め手

マイクロメイツさんの「情報システムを販売することが前提ではない」というスタンスが魅力的でした。
「業務課題 可視化サービス」ではクライアントの会社の目標や現状分析等をすり合わせ、適切な情報システムを提案、
場合によっては情報システム導入以外の改善策の提案をしていただけるという内容でしたので、
弊社としても大きなブレークスルーになると思い、ご依頼いたしました。

実施内容と導入効果

定量・定性的なデータの可視化

今回の「業務課題 可視化サービス」では、定量・定性的なデータとして課題を確認することができました。
またそれまで思い込んでいた課題が、実は他の点で問題があることもわかりました。 弊社の場合は、結果として
各部門の役割の見直し
受注体制の再編成の検討
対象範囲を広げての IT 化模索
と、まずは組織の改編を視野に入れるような結果となりました。

今後に向けて

改善策の提案にも期待

これまでは漠然としていた問題点が、データとしてアウトプットされてよかったです。
まずは「業務課題 可視化サービス」にてきちんとした現状分析ができ、これからがやっと改善に取りかかる状態ですので、
改善提案や ITツール導入の際にもマイクロメイツさんには相談に乗っていただきたいです。

