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「可視化経営システム」（VMS：Visibility Management System）とは、NIコンサルティングの開
発した経営管理手法「可視化経営」を実現するために必要となるITツール群であり、『NI Collabo 
Smart』『Sales Force Assistant』『MapScorer』『nyoibox』『Approach DAM』『見積共有管
理』『顧客の声』をサブシステムとする統合連動型の経営支援システムです。 
 

2017年6月末現在、導入企業数4,500社超 



『ｎｙｏｉｂｏｘ（如意箱）』とは 
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誰でも意のままに作れる箱型データベース 

 『nyoibox（如意箱）』は、日々の業務に必要なアプリケーションを、情報システム担当者がいな
くても、誰でも簡単に作ることができる、クラウド型簡単データベースです。すでにある表計算など
のシートをそのままクラウド上で共有したり、ドラッグ＆ドロップで情報フォームを簡単に作成する
でき、データの登録・共有はもちろん、集計やグラフ化もマウス操作のみで簡単に行なえます。 
 また、クラウドサービスなので、社外からのアクセスも容易に実現できます。スマホやタブレット
などのモバイル端末にも対応しており、時間や場所を問わず、いつでもどこでも効率よく業務が行な
える環境が整います。 
 『nyoibox（如意箱）』は、経営コンサルタントが提言した業務改善を、すぐに、その場で、具体
的に実現し、経営を変える仕組みを作るために用意した経営支援システムでもあります。自由に意の
ままに設定・活用していただくこともできますが、業務改善、業務プロセスの見直しなども含めて、
私どもNIコンサルティングにご相談いただくことも可能です。 



 ちょっとしたことなのに、専門家に頼むと高い費用や時間がかかったりすることがあります。 
 情報システム部門があったり、システムの専任者がいれば、簡単にできるようなことも、管理部や
総務部などの兼任部署では手に負えなかったり、たまたま分かる人がいてシステム化できても、その
人が退職したら手がつけられなくなる・・・といったことも少なくありません。私どもNIコンサル
ティングも、長年のコンサルティングの中で、多くの企業からそうした声をお聞きしてきました。 
 
「プログラミングなども必要なく、素人でも簡単に作れるデータベースがあったら・・・」 
「そのデータベースがクラウドに置かれ、大きな初期投資もなく、月額で利用できたら・・・」 
 
 そうした声にお応えして、生まれたのが『nyoibox（如意箱）』です。 
 
 情報システム部のない会社でも、管理部や総務部の人がシステム担当と呼ばれている会社でも、シ
ステムの担当者もいない会社であっても、誰でも、簡単にデータベースや業務アプリケーションを作
成できます。 
 業務に精通した現場担当者がビジネスフローや利用者に合わせて作成できるため、メンテナンスも
容易に行なえます。 
 クラウドサービスなので、サーバー購入などの初期投資もありませんし、拠点が離れていても、外
出先からでも、簡単にアクセスし、共有することが可能です。 
 
「今まで、表計算ソフトを個別に利用して、別途集計したり、作表して共有したりしていた。」 
「共有すべき情報はメールなどでわざわざ通知していた。」 
「システム化するほどの業務量がないので、紙で情報を受け渡し、それを集計していた。」 
 
といった企業様では、すぐにメリットを感じていただける仕組みです。 

お客様のこんな声にお応えしました 
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ノンプログラミングで自由にデータベース作成 
 
Excel感覚で手軽にWebアプリを作成できるツール 
「如意箱」は、在庫管理やクレーム管理、顧客リスト管理など日々の業務に必要なデータベースツー
ルをノンプログラミングで、誰でも簡単に作ることができるサービスです。 
あなた自身の手で作ったアプリで業務の課題を解決し、更なる効率化を図りませんか？ 
 
 

誰でも簡単！ 
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Ｐｏｉｎｔ１ 

ドラッグ＆ドロップで簡単に作成できる 

「如意箱」は、ドラッグ＆ドロップのマウス操作で、絵を描くよう
に、自由にアプリを作ることができます。文字列、数値、チェック
ボックスなどさまざまな種類のパーツを組み合わせて構築するだけ
なので、プログラミングの知識は一切必要ありません。 

Excel感覚でイチから画面を作成するだけでなく、既存
のExcel帳票を読み込んでそれに手直しを加えていくと
いったことも可能です。 



BOX同士の関連付けができる！(リレーション) 
 
あるBOXと別のBOXを関連付けをすることができます。関連付けをした複数のBOXの情報を1画面上
で登録・参照することができます。関連付けを設定する場合は、ドラッグ＆ドロップで該当位置に配
置することで簡単に設定できます。 
関連付けられた情報は常に最新のものが表示されるようになります。 

リレーショナルデータベース 

Ｐｏｉｎｔ２ 
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他BOXの項目が利用できる！（ルックアップ） 

社員情報や、商品情報など、他のBOXでも使用するような汎用的な
情報は、ひとつのマスタを作成し、そこから他のデータベースに転
記して使用することができます。その際に編集の可否も設定できま
す。他BOX項目の利用は、クリック操作だけで設定が完了します。 
操作時点で最新の情報が転記され、その後は変更があっても修正さ
れません。 



他システム連携 

Ｐｏｉｎｔ３ 
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営業支援システム（SFA）と連携 

 

『nyoibox（如意箱）』では、BOX内にSFA

『Sales Force Assistant』のマスタ（顧客情報

など）を選択する項目を配置することができます。 

NIコンサルティングが提供する、「可視化経営

システム」と連携させることで、より活用度が拡

がり、業務効率を高めることが可能です。 

グループウェアと連携 

 

グループウェア『NI Collabo Smart』とも連携

しますので、『nyoibox（如意箱）』からの通知

情報をグループウェア側のポータル画面に表示す

ることができ、通知を見逃すことを防ぐことがで

きます。『nyoibox（如意箱）』にわざわざログ

インしなくても通知情報に気付くことできるので

大変便利です。 



スマートフォンやタブレットに最適な形で表示されるレスポンシブデザイン 
 
『nyoibox（如意箱）』は、PCだけでなく、スマートフォンやタブレットでも、自動的にそれぞれの
デバイスに合ったレイアウト表示になります。 
スマホ・タブレット端末でも見やすく、使いやすく、指先ひとつでアプリケーションの設計も可能で
す。作ったアプリはスマホに自動で最適化します。 
クラウドサービスだから、スマホ・タブレットのモバイル性を活かして、外出先からの閲覧や編集も
可能。業務改革の可能性を拡げます。 
スマホ・タブレットに情報が届けば、その先にあるSmart Watch・Apple Watchなどのウェアラブ
ル端末へも情報が届きますから、これまでIT活用が不可能と思われたような業務、現場においても、
『nyoibox（如意箱）』が活躍するかもしれません。改めて貴社の業務改革についてご検討ください。 
また、スマホやタブレットのカメラで撮影した写真をそのままアプリに貼ったりすることもできます。 

スマホ・タブレット活用 

Ｐｏｉｎｔ４ 
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表計算ソフトのような操作性 

Ｐｏｉｎｔ５ 
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編集や追加も画面推移せずに可能 

 

使い慣れた表計算ソフトのように、一覧画面表示

からそのままデータを編集することもできます。 

その場合にも、単にデータが書き換わるだけでな

く、誰がどういう操作をしたのかという情報が記

録されます。もちろん、個別に詳細な情報を登録

することも可能です。 

データをより正確に把握 

クリックひとつで「見える化」！ 

 

集計したい条件を選択するだけでかんたんにグラ

フを作成することができます。グラフの種類も、

縦棒、横棒、折れ線、面、円グラフと、用途にあ

わせて自由に設定可能です。 



豊富な表示レイアウト 

Ｐｏｉｎｔ６ 

9 

表示画面が複数作れる 

 

ビューを色々作成！クリックひとつで簡単切替。 

条件を自由に組み合わせた表示画面を複数作成で

きます。表示させたい項目やソートも設定できま

すから、同じデータでも違った切り口で見られる

ように事前に設定しておけます。BOX（アプ

リ）を開いたときに、最初に見たいレイアウトも

決められます。保存したビューは、クリックひと

つで簡単に切り替え。作業効率がアップします。 

豊富な表示方法 

 

データ集計やデータ分析を支援。 

豊富な表示形式でデータ集計やデータ分析を支援

します。グラフの設定も簡単ですから、蓄積され

たデータを有効活用することができます。 



最新情報を確認！詳細な通知条件を設定できる！ 
 
通知を設定すると、アプリの利用者に通知が送信されます。用途や業務に合わせて設定することで、
必要な通知だけを確実に受け取れます。業務処理の邪魔にならないように、目立ち過ぎず、しかし確
実に伝わるように通知します。 

気づきを促す通知設定 

Ｐｏｉｎｔ７ 
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通知条件設定によって使い方いろいろ 

通知条件の設定によって、いつ、誰に、どういう条件で通知するか
を決めることができますから業務プロセスのフローに合わせたり、
モレや遅延のアラート（警告）として通知したり、用途に合わせて
ご活用ください。 
※グループウェア『NI Collabo Smart』と連携して利用されている
場合には、『NI Collabo Smart』のポータルにも新着情報として通
知が飛びます。 



セキュリティ強化 

「Priv.BOX」 

 

安全で安心な情報管理を支援。 

Priv.とは、Privacy、Privateの略です。 

『nyoibox（如意箱）』の一般のBOX（アプリ、

データベース）は、部門をまたぐ業務をスムーズ

に受け渡したり、過去の情報を履歴やナレッジと

して蓄積したりするため、原則として社内の全

ユーザーにオープンにして情報共有を促進します

が、マイナンバーや人事情報などについては、

「Priv.BOX」を利用することで、高い秘匿性を

保った管理を実現できます。 

接続制限や修正履歴の蓄積、二段階認証、CSV出

力制限、暗号化など、セキュリティを高めるため

に必要な機能が装備されています。 

柔軟なアクセス権 

 

必要な人だけが必要な情報にアクセス。 

BOX単位、BOX内に登録されたデータ単位、

データを構成する項目単位で、参照・登録・編

集・削除の権限を設定できます。権限はユーザー、

部署×役職（○○部の部長等）、役職、部署に付

与することができます。 

Ｐｏｉｎｔ８ 

11 



Ｐｏｉｎｔ９ 

解読できないように暗号化してデータベースに格納 
 
マイナンバーは2015年10月から国民一人ひとりに通知され、2016年1月から社会保障、税、災害対
策の行政手続きで必要になります。このため原則すべての企業や団体において、従業員やその扶養家
族、さらには顧問士業や株主等のマイナンバーの管理、運用が必要となります。マイナンバーの不正
な提供や取得には、その行為者だけでなく、行為者が所属する企業等にも厳しい罰則が適用されるこ
ともあり、運用管理体制の整備が急務とされています。 
そこで、『nyoibox（如意箱）』では、セキュリティ機能を大幅に強化し、マイナンバー管理に対応
しました。利用企業には、マイナンバー管理用のテンプレートも無料で提供します。 
万が一の不正アクセス対策も万全です。登録されたマイナンバーは解読できないように暗号化して
データベースに格納されます。暗号方式には欧米の政府系機関に採用され、総務省・経済産業省が所
管する「電子政府推奨暗号リスト」にも選定された方式を採用しています。 
またCSV出力の際には、一定時間内に複数名の承認・立会いを必要とすることで、システム管理者権
限を持った従業員による不正な持ち出しも防止できます。 
 
 

マイナンバー対応① 
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自動削除機能で廃棄プロセスまでをサポート 
 
データの保存期限を設定し、期日に自動で削除。 
退職者であっても、賃金台帳や扶養控除等（異動）申告書などの人事労務関連帳票は法定保存期間中
ずっと保管しておかなければなりません。しかし、保存期限が到来し、付随するマイナンバーが不要
となった際には、できるだけ速やかに廃棄することが求められます。 
「Priv.BOX」ではデータの保存期限を設定できますので、担当者や担当部署に期限到来を自動で通
知したり、期日に自動で削除したりすることが可能です。 

マイナンバー対応② 

Ｐｏｉｎｔ９ 
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テンプレート 

豊富な無料テンプレート 

 

すぐに使える無料テンプレート（設定済BOX）

もいろいろとご用意しています。使いたいテンプ

レート（BOX）を選んでセットするだけで、お

使いになれます。テンプレートを元にして、修正

を加えることもできますので、BOX設定の参考

にもしてください。テンプレートは順次追加して

まいります。ご期待ください。 

必要なBOXセットを一括ダウンロード 

 

テンプレートを選ぶだけですぐに運用開始。 

テンプレートBOXの中には、必要なBOXがセッ

トで用意されていますので、欲しいテンプレート

を選ぶだけですぐに運用開始いただけます。 

Ｐｏｉｎｔ１０ 
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YourPage とは？ 
 

ＹｏｕｒＰａｇｅ① 
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Ｐｏｉｎｔ１１ 

nyoiboxに格納されたデータを元に、社外
の顧客、関係者、協力業者、協力企業ごと
に個別の「MyPage」を設定し、情報のや
り取りを可能にするオプション機能です。 
運営する企業側にとっては「YourPage」
となり、利用するユーザー側にとっては
「MyPage」となる、情報共有プラット
フォームです。 
「YourPage／MyPage」は、PCはもちろ
ん、スマートフォンやタブレットでもご利
用になれますので、幅広いユーザーを対象
にご活用いただけます。 



活用・運用例 
 
法人顧客からのメンテナンス依頼ページ 
顧客ごとに、購入した製品の最新情報やメンテナ 
ンスの依頼やサプライ品の発注などを行うページ 
を作ることができます。 
 
協力業者・職人さん等との連絡ページ 
普段から連携して仕事をすることの多い協力業者 
さんなどと、物件・案件情報や連絡事項などを共 
有するページを作ることができます。 
 
会員顧客向け限定ページ 
通常のホームページでは公開できない会員向けの 
特別限定情報を伝えるページを作成できます。特 
別なマイページがあることで、顧客の満足度も上 
がり、ロイヤリティも高まります。 
 
学校・塾・幼稚園等の保護者向けページ 
学校からの連絡、休校などのお知らせ、学級通信、イベント日程、お子さんの写真などを共有し、双
方向のコミュニケーションをセキュリティを確保しつつローコストに実現します。 
 
マイナンバー情報収集専用ページ 
外部の報酬支払先などマイナンバーの収集、保管、削除などが必要となる相手に対して、必要な情報
を登録してもらえるセキュアな環境を実現するページを作成できます。 
 

ＹｏｕｒＰａｇｅ② 
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Ｐｏｉｎｔ１１ 



ＹｏｕｒＰａｇｅ③ 
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Ｐｏｉｎｔ１１ 

独自の「MyPage」を簡単設定 

 

お好みの「MyPage」を作成できる 

「MyPage」のデザインやレイアウトは、背景テ

ンプレートから選んだり、項目ラベルのカラー設

定をしたり、簡単な設定をするだけで行うことが

できます。設定した文章に、氏名や企業名などの

固有名詞を予約語として挟み込んだり、企業ロゴ

や作成した画像などを表示させることも可能です。 

nyoiboxデータを表示させるエリアは、４×４の

１６グリッドを使って任意に設定することが可能

です。さらにその下部のフッターにも独自の情報

や連絡先などの情報を表示させることが可能です。 

セキュリティ・利用者への通知 

 

ユーザー自身が一度ログインして 

パスワードを再設定 

登録されたユーザーへの「MyPage」通知は、

メールによって行えます。セキュリティ確保のた

め、通知時には初期パスワードが自動生成され、

システム管理者でも設定や変更はできません。通

知を受けたユーザーは、必ず自分自身で新たなパ

スワードを設定しなければなりません。また、さ

らにセキュリティを高めるために2段階認証を要

求することも可能です。 



ＹｏｕｒＰａｇｅ④ 
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Ｐｏｉｎｔ１１ 

ペーパーレス化で経費節減とスピードアップ 

 

nyoiboxとYourPageでペーパーレス化 

定期的に連絡・応答が発生する、顧客や外部

協力者、保護者等との情報伝達や情報共有を、

nyoiboxのYourPage機能を使ってペーパーレ

ス化することで、通信費、印刷費等のコスト

を下げ、情報伝達やデータ集計などのスピー

ドを格段に高めることが可能となります。 

たとえば、従来、郵送で情報のやり取りをし

ていたものがあるとすると、封書を送れば切

手だけで82円。往復で164円。これにプラス

封筒代や中身の印刷代などがかかります。そ

れをメールなどと違ってセキュリティの担保

された月額100円のYourPageに置き換えると、

封書が一往復していただけで大幅なコストダ

ウンが実現します。さらに、日々、電話や

FAX等でやり取りしているような場合には、

かなりの通信費削減が期待できます。 



ＹｏｕｒＰａｇｅ⑤ 
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Ｐｏｉｎｔ１１ 

アクセス分析 

 

ユーザーごとのログイン回数と、 

画面を開き続けていた時間を表示 

YourPageの設定ユーザーごとに、ログイン回数

やアクセス時間を集計し、それぞれのユーザーが

どの程度「MyPage」を利用しているかを分析で

きます。 

YourPageオプション価格 

 

１ユーザー 月額100円 

 

10ユーザー単位での申込み、ご利用となります。 

※nyoiboxの利用契約が前提となります。 



『nyoibox（如意箱）』で出来ること 
 
「いろいろ」出来ますが、「何でも」出来るとは申しません。 
 
「何でも出来ます。ただし、プログラミングすれば・・・」と
言う話を良く耳にします。しかし、『nyoibox（如意箱）』は、
情報システム担当者がいなくても、誰でもノンプログラミング
で簡単に業務アプリケーションを作ることができる、クラウド
型簡単データベースです。 
プログラミングすれば何でも出来て当たり前ですが、そもそも、
何でもIT、何でもクラウドにすれば良いというものでもありま
せん。紙の方が話が速い場合もあれば、電卓を置いておけば解
決することもあります。 
今までバラバラだった、属人的だった、拠点別だった、部門毎
に見えなくなっていた、社内でなければ見えなかった情報を、
クラウドに置いて、いつでもどこでも、閲覧、入力、編集でき
るようにするのが、『nyoibox（如意箱）』です。 
『nyoibox（如意箱）』は、意のままに、如意なデータベース
を作れるものですが、システムの専門家がいなければ難しいよ
うな機能やプログラミングを敢えて外し、シンプルに、いろい
ろな業務改善やプロセス効率化が実現できるよう支援する
「ローコスト・クラウド・データベース」なのです。 

機能一覧 
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    BOXの作り方 

    BOXの関連付け(リレーション) 

    ファイル専用BOX 

    検索 

    他BOX項目参照(ルックアップ） 

    集計(表とグラフ) 

    画面表示（ビュー） 

    CSV入出力 



ノンプログラミングでBOXが作れます 
 
BOXは、ドラッグ＆ドロップで一からアプリを作る方法の他に、Excelファイルを取り込んでアプリ
を作る方法と、あらかじめ用意されたテンプレートからアプリを作る方法があります。 
 

   ＢＯＸの作り方 

Excelファイルを取り込んでBOXを作る 
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はじめからBOXを作る 

テンプレートからBOXを選ぶ 

ドラッグ＆
ドロップで
自由に作成
できます。 

ビジネスに
必要なテン
プレートを
ご用意して
います。順
次追加して
まいります
ので、ご期
待ください。 



   ＢＯＸの関連付け（リレーション） 
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複数のBOXの情報を1画面上で登録・参照 

 

あるBOXと別のBOXを、親BOXと子BOXに関連

付けをすることができます。設定は簡単で、ド

ラッグ＆ドロップで該当位置（親子関係）に配置

することができます。 

関連付けをした複数のBOXの情報を1画面上で登

録・参照することができます。開いた画面で編集

を行なうと全ての情報が更新されますので、重複

して情報を保存することがなくなるため、それぞ

れでデータ更新・管理する必要はなくなります。 



   他ＢＯＸ項目転記（ルックアップ） 
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他BOXの項目を利用して 

入力ミスや二重入力の手間を省く 

 

あるBOX内に他のBOXの項目を転記して表示さ

せることができます。社員情報や商品情報など、

他のBOXでも使用するような汎用的な情報は、

ひとつのマスタを作成し、そこから他のデータ

ベースに転記して使用するなどの利用が可能です。 

他BOX項目転記設定も簡単 

 

入力画面の設定で他BOX項目転記項目をセット

すると、他BOX項目転記設定が簡単にできます。 

転記した情報を編集可能にするか不可能にするか

といった設定もできますので、目的に応じた運用

が可能です。 



   集計（表とグラフ） 
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表計算ソフトのような操作性 

 

使い慣れた表計算ソフトのように、一覧画面でそ

のままデータを編集できます。その場合にも、単

にデータが書き換わるだけでなく、誰がどういう

操作をしたのかという情報が記録され、業務の履

歴として保存されます。 

グラフ作成もクリックひとつ 

～用途に応じた多彩なグラフ～ 

 

集計したい条件を選択するだけで簡単にグラフを

作成できます。グラフの種類も、縦棒、横棒、折

れ線、面、円グラフと、用途にあわせて自由に設

定できます。 



   画面表示（ビュー） 
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条件を自由に組み合わせた表示画面を複数作成 

 

画面表示の形式を「ビュー」と呼び、ビューの種

類には「ピン留め」「集計結果」「フォーム」の

3種類があります。「ピン留め」では、検索条件

を指定しておくことで、表示対象を絞り込んだ状

態で検索結果を表示できます。「集計結果」では

集計対象と計算式、縦軸と横軸を設定し、表形式

とグラフで表示できます。「フォーム」は、特定

のフォームを参照したり、新規登録画面（フォー

ム）を開くために利用します。豊富な表示形式で

データ集計やデータ分析を支援します。 

BOXを開けたらまずこの画面 

 

業務効率を上げるために、BOX（アプリ）を開

いたときに最初に表示するレイアウトを決めてお

くこともできます。BOXを開けばすぐに見たい

情報を見たり、始めたい作業を始められたりしま

すので、余計な手間がかかりません。もちろん、

保存した一覧ビューは、クリックひとつでかんた

んに切り替えることも可能です。これによりデー

タの見直しなども簡単にでき、作業効率がアップ

します。 



   ファイル専用ＢＯＸ 
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ファイルを保存する専用のBOXが作成できる 

 

ファイルを保存する専用のBOXを作成すること

ができます。共有・保管したいファイルをドラッ

グして、BOX上に移動させるだけでOK。ファイ

ルサーバーのようにファイルを置くだけの感じで

シンプルに利用できます。 

ファイルの更新・削除もラクラク！ 

 

BOX（アプリ）を開くと、入れたファイルは自

動的に整理され一覧表示されていますので、簡単

に更新したり、削除したりすることができます。 



    検索 

27 

「横断検索」: 複数のBOX内を横断して検索 

 

フルテキストデータを使用して、複数のBOX内

を一括して検索することができます。 

「通常検索」: 開いているBOXでの検索 

 

通常検索では、開いているBOXの項目を指定し

てBOX内を検索することができます。他BOX項

目転記(ルックアップ）で他のフォームから情報

を取得している場合は、他のBOXの項目も検索

条件として使用することができます。また、添付

されたファイルの件名、ファイル名を含めて検索

されます。「ファイルBOX」では、保管された

Word、PowerPointファイルの内容も含めて検索

できます。 



   ＣＳＶ入出力 
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CSVファイルからの登録・編集 

 

CSVファイルでデータを更新したり、データを

CSVで出力することができます。「出力」を選択

すると、検索条件で絞り込まれたデータの全項目

を出力します。「項目を選択して出力」を選択す

ると、必要な項目だけに絞り込んで出力すること

が可能です。 

範囲を指定してCSVファイルに出力 

 

BOXに登録された情報は、任意の範囲をCSV

ファイルに書き出すことができます。「項目を選

択して出力」する際、その選択条件をテンプレー

トとして保存もできます。何度も項目を選択をし

なくてもテンプレートを選択するだけで簡単に書

き出すことができるようになります。Excelでの

レポート作成や、他のシステムに情報を取り込む

際などさまざまな用途に利用できます。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
どの書店のどの店からどれだけの注文が入っているかを表にして、再度営業マンにフィードバックし
ます。 
 
 そして、また営業マンは、この情報を元にして、書店への提案を行なっていました。しかし、集計
する手間もかかりますし、何しろ集計データが出てくるのが遅いので、タイムリーな提案につなげら
れませんでした。 
 
 Faxや紙への押印をゼロにすることはできないが、せめて集計の手間だけでも減らせないか・・・。
決してスタッフも多くない中堅出版社だからこその悩みがありました。 

運用例① アサヒ出版-Ｂｅｆｏｒｅ 

 アサヒ出版は、従業員数40名の中堅の出版社
です。営業マンが全国の書店を飛び回り、本の注
文をとり、売り場の提案をしています。 
 
 書店からの注文はFaxで入ることが多く、営業
マンが書店を回る際にも、紙の注文書に手書きで
書き込んで発注の印鑑をもらいます。 
 
 これが全国の営業マンから集まり、書籍ごとに、 
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そこで『nyoibox（如意箱）』 
 
 そこで、出張の多い営業マンにタブレットを持たせ、ローコスト・クラウド・データベースである
『nyoibox（如意箱）』を導入し、書籍管理データベースと注文管理データベース、書店データベー
スを作成しました。自社が出版する書籍は、書名、著者名、本体価格、判型、ISBNコード、表紙カ
バー画像などのデータを入れて、データベース化しました。 
 
 書店のデータは元々ありましたので、エクセルの表を取り込んで簡単に作成しました。 
 
 注文書の書式に、書籍データベースから書籍を選択し、書店データをセットして、数量を書き込め
ば、注文処理は完了です。 
 
 それが同時に本社のスタッフに共有され、発送、納品作業がスムーズに行われるようになり、何よ
り、タイムリーの全国からの発注状況がつかめるようになりました。出張中でもタブレットで簡単に
集計データを見ることができ、書店での営業中にも他店からの発注状況などを話せるようになり、営
業上もプラスになりました。 
 
 また、編集部では、『nyoibox（如意箱）』を使って、著者データベースを作成しました。著者の
住所や電話番号などは元より、印税の振込先や出版条件など、担当が変わっても困らないように一元
管理し、さらに打ち合わせなどでのちょっとしたメモ書きを履歴として残せるようにしました。 

運用例① アサヒ出版-Ａｆｔｅｒ 
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タイムリーなデータ集計が営業の武器に 
 
それまで、どうしても集計に時間がかかっていた情報が、距離の壁を越えて、瞬時に可能になったた
め、その情報を元にして、さらに営業のネタとして使えるという善循環が生まれました。特に、
『nyoibox（如意箱）』がクラウドサービスで、タブレットにも対応していたために、立ったままで
営業することも多い書店営業の武器になりました。タブレット片手に、実際のデータをお見せしたり、
書籍のカバーデザインなども見せられることで、売り場の展開イメージも湧き、発注につながること
も多いようです。パネルや色紙で上手に売り場を作ってくれている書店では、その場で写真を添付し、
すぐに全社で共有も可能に。この画像もタブレットで書店の担当者に見せることが出来て、売り場づ
くりの参考にしていただくこともできました。まさに情報が武器になるIT活用が出来たのです。 

運用例① アサヒ出版-ここがポイント 
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 社内の情報はグループウェア『NI Collabo Smart』で共有され、顧客情報や営業情報はSFA
『Sales Force Assistant』を導入しており、商品の受発注システムも整備されていましたが、販促
物の在庫管理や発送依頼の仕組みがありませんでした。 
 
 グループウェアでExcelのファイルを共有して在庫数を管理し、メールで発送依頼をかけていまし
たが、在庫数の更新が遅れ遅れになったり、外出中に営業マンから支援スタッフに発送を依頼する時
に手間がかかっていました。 
 
 商品点数が増え、それに伴って、販促物の種類も増えることで、とても煩雑になっていたのです。
大手メーカーに対抗するためには商品アイテムも増やさなければならず、しかし社員を増やすわけに
もいかずに「省人数」で業務を回さなければならない・・・。売上を伸ばすには販促物も必要です。 

運用例② タイヨー飲料-Ｂｅｆｏｒｅ 
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 タイヨー飲料は、従業員約100名の飲料メー
カーです。OEM製造から自社ブランドのミネラ
ルウォーター、お茶、缶コーヒー、炭酸飲料まで
幅広い商品を製造、販売しています。 
 
工場は本社工場一ケ所だけですが、営業所が全国
に５拠点あり、商品POPや看板、幟などの販促物
の管理や発送で困っていました。 



そこで『nyoibox（如意箱）』 
 
 そこで、すでに導入されていたグループウェア、SFAと連動するローコスト・クラウド・データ
ベース、『nyoibox（如意箱）』を導入しました。 
 
 まず、『nyoibox（如意箱）』に販促物データベースを作り、本社、各拠点（仙台・東京・名古
屋・大阪・福岡）の在庫数量が一覧で分かるようにしました。 
 
 そこで、営業マンが販促物の発送依頼をかけると、それぞれの拠点の営業支援スタッフに通知が飛
び、在庫がある最寄の拠点から販促物を指定場所に発送します。発送先は、連動するSFAの顧客情報
から取得してセットされるので、わざわざ入力する必要はありません。発送が完了すると、その分の
在庫数量がマイナスされ、常に最新のデータに更新される仕組みになりました。 
 
 拠点間の移動も、同様の仕組みで依頼し、管理できるようになり、わざわざExcel表で在庫数を確
認して、発送依頼のメールをして、処理後にExcel表を書き換える、といった作業がなくなりました。 
 
 これにより、拠点の倉庫で、使われずに埋もれてしまう販促物も減り、足りなくなった時に追加で
発注するかどうかの判断もすぐにつくようになったのです。 

運用例② タイヨー飲料-Ａｆｔｅｒ 
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SFAやグループウェアとの連動 
 
『nyoibox（如意箱）』をSFAと連動して活用することで、すでに登録されている顧客情報やパーソ
ン情報などのデータが活用でき、効率的かつ正確な販促物発送業務が可能となっています。また、通
知情報が『nyoibox（如意箱）』内だけでなく、連動して稼働しているグループウェアにも表示され
るため、通知が見逃されることもなく、素早い対応が可能になりました。社内にいる支援スタッフは、
常にグループウェアにログインしており、そのグループウェアからの通知は秘書機能（アラート）に
よって確実に伝わるようになっていたことも、抜け漏れ遅れのない運用につながりました。 

運用例② タイヨー飲料-ここがポイント 
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などもタブレットで簡単にお客様に見せられるようになっていました。 
 
 しかし、マンゲツ不動産には、悩みがありました。 
 
 SFAには名刺取り込み機能もついており、法人顧客の場合には名刺もあって顧客情報の取り込みが
簡単にできたのですが、大多数を占める個人客は、名刺を持っておらず、紙のアンケートに書かれた
情報を元に、営業アシスタントがSFAに顧客情報登録を翌日に行なっていたのです。入力の手間はも
ちろんですが、SFA登録が翌日になることで、営業マンがすぐにSFAに商談登録することができず、
入力を怠る言い訳にされていました。 
 
 そして、もっと大きな問題は、せっかくお客様に書いていただいたアンケートには、顧客の基本情
報だけでなく、不動産に対するニーズが明示されていたのに、その情報は紙のままで、放置されるか、
営業マン任せになって、やがて消失してしまっていたことだったのです。 

運用例③ マンゲツ不動産-Ｂｅｆｏｒｅ 

 マンゲツ不動産は、ある地方都市で、戸建て住
宅やマンションの建築・販売などを行なう不動産
ディベロッパーです。従業員数は約200名、その
うち営業マンが50名ほどいます。 
 
 すでにグループウェアやSFAは導入されており、
社内情報の共有や営業支援業務はIT化されていま
した。営業マンには、タブレットが配備され、
SFAによる営業支援はもちろん、物件の画像情報 
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そこで『nyoibox（如意箱）』 
 
 そこで、すでに配備されていたタブレット端末で、簡単にアンケートの回答ができるローコスト・
クラウド・データベース、『nyoibox（如意箱）』を導入しました。 
 
 『nyoibox（如意箱）』に予め用意されていたテンプレートから「アンケート」を選び、マンゲツ
不動産用に少し設定を変えるだけで独自のアンケート・データベースが完成しました。 
 
 アンケートの回答は、選択肢部分はタブレットにタッチするだけで良いので、とても直感的で、紙
のアンケートを書いていた時よりもスマートになったと、お客様からも好評でした。 
 
 ただし、顧客名や住所などの文字入力は、タブレットやスマホの操作に慣れていない方には難しい
だろうと考えて、モデルハウスとモデルルームの受付時に、氏名と住所だけを書いてもらう受付表を
用意し、接客中に営業マンが『nyoibox（如意箱）』アンケートに入力する運用にしました。受付表
に氏名だけを書いて住所を書かない人がいることも予想されたので、予めマンゲツ不動産の地元の市
区町村名などは登録しておき、プルダウンやボタン選択で簡単に入れられるように工夫しました。 
 
 『nyoibox（如意箱）』のアンケートに入力された情報は、即日デジタルデータで出力し、それを
SFAに流し込む運用で、顧客情報登録の手間を省き、顧客ニーズのデータベース化に成功したのです。 
 
 これにより、SFA入力が徹底されたのはもちろんですが、当該物件では成約に至らなかった場合で
も、ニーズに合致する物件が出た時にはすぐにご案内ができるようになり、「顧客のダム化」が実現
しました。 

運用例③ マンゲツ不動産-Ａｆｔｅｒ 
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紙に書かれて埋もれていた情報を活用 
 
お客様がせっかく教えてくれた貴重な情報も、紙に書かれたままでは埋もれてしまいます。紙では、
情報の蓄積はできても再利用性が低く、共有・活用が進みにくいのです。『nyoibox（如意箱）』を
利用して、紙への手書きから、タブレットへの入力に切り替えることで、これまで埋もれてしまいが
ちだった顧客情報が活用されるようになっただけでなく、ペーパーレス化もでき、ファイリングス
ペースの縮小もできたことで、コストダウンも実現しました。手書きの紙の良いところとITによる共
有や活用の良い点をうまく融合させた運用が、マンゲツ不動産での『nyoibox（如意箱）』活用のポ
イントです。 

運用例③ マンゲツ不動産-ここがポイント 

37 



製品価格（税別） 

驚きの低価格！月額４８０円。クラウドだから立上げも速い。 
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●クラウドサービス 
 
○初期設定費用：0円 
○月額利用料：1ユーザーあたり480円 
○容量追加オプション：1GBあたり200円 
○YourPageオプション：1ユーザーあたり100円 
○利用可能人数：3～2,000名 
 
※ディスク容量2GB × nyoiboxユーザー数 
※nyoiboxは最少3ユーザーから利用できます。 
 4ユーザー目以降は1ユーザー単位でご契約いただけます。 
※YourPageオプションはnyoiboxの利用契約が前提となります。 
※YourPageオプションは10ユーザー単位でのご契約・ご利用となります。 
※ネットワーク帯域：共有100Mbps 
※バックアップ：同一筐体へのリアルタイムバックアップ 
        および別筐体への日次バックアップ（7世代） 
※セキュリティ：第三者認証機関発行の証明書でのSSL接続による通信の暗号化 他 
 




