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働き方改革とペーパーレスの促進
　今、業種を問わず、企業において「働き方改革」が話題です。2018 年に「働き方改革を推進するた
めの関係法律の整備に関する法律（働き方改革関連法）」が成立し、いよいよ 2019 年 4 月 1 日から順
次施行されています。働き方改革関連法とは、将来の少子化の影響による労働力不足を解消するため、
出生率改善および労働生産性の向上を目指す取り組みです。さらに以前から、過度な長時間労働など
によるトラブルが社会問題となっており、日々のニュースを騒がせています。故に、企業で働く人た
ちを取り巻く労働環境の改善への意識は、ますます高まってきています。

　そのような状況で、働き方改革や業務効率改善
のための有効な手段として、「ペーパーレス」に
注目が集まっています。日本製紙連合会が毎年
実施する、紙の国内需要に関する調査2019年 紙・
板紙内需試算報告（日本製紙連合会）によれば、
ペーパーレスや電子化の影響で「情報用紙」（コ
ピー紙やインクジェット紙など）の需要は年々
少しずつ減少傾向だといいます。また IT 専門調
査会社である IDC Japan による 2019 年の調査
2019 年 国内プリント環境調査：働き方改革と将
来のオフィスプリンティング（IDC Japan） 

　では、「働き方改革への取り組みに積極的な企業ほど、将来はプリント量が減る」という見解を示し
ています。フリーアドレス（オフィス内で自分の席を決めない）制やテレワーク（外出先や自宅など
オフィスの外で働く）の推進が、紙の減少数に大きく響いてくるだろうということです。そのような
ことから、ペーパーレスは、働き方改革の進み具合を示す指標ともなり得ます。

会議を改善して業務効率を高めるペーパーレス

　企業に勤める人のスケジュール表には必ずと
いっていいほど「会議」が登場します。業務はチー
ムプレイです。当然、日々の業務は自分一人だ
けで完結する実作業だけではなく、周囲の協調
すべき人やグループとのコミュニケーションが
必須です。また、組織の中でのポジションが高
くなるほど、コミュニケーションや管理の範囲
が広がるため、会議の数が増加します。業務内
で多くの時間を拘束される会議がらみの業務改
善に取り組んでいけば、組織全体の業務効率改
善にもつながるといえます。

　会議を開催するにあたっては、配布資料の作成や印刷、参加者の予定調整などでかなりの時間が割
かれます。作成した資料には修正が加わることもあり、会議の直前に差し替えに対応するといった事
態も起こり得ます。さらに、印刷物に機密情報を含む場合には、漏えいしないように速やかに資料を
回収し確実に破棄する必要もあります。

https://www.jpa.gr.jp/docs/release/index.php
https://www.jpa.gr.jp/docs/release/index.php
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ44988519
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ44988519
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　そこで、会議資料を電子化することでペーパーレス化に取り組んでいけば、配布資料を印刷する手
間が削減できます。資料を電子化し共有できる状態にしておけば、遠隔地にいるメンバーに資料や会
議の内容についてコメントを求めたり、Web 会議システムなどで招集したりすることも可能になりま
す。情報共有と普段のコミュニケーションを効率化すれば、不必要な会議の削減にもつながります。
生産性がより高い活動に時間が充てられ、働く場所の制約も少なくなります。印刷コストも削減でき
ます。このようにペーパーレスのメリットや魅力は明らかだといえます。

　しかし実際、会議のペーパーレス化に取り組むとなると、さまざまな課題に直面することになり、
なかなか思うように運用が進まない企業があるのも現実です。

ペーパーレス化推進のハードル
　会議に限らず、紙で行われた処理をペーパー
レス化するには、従来のルールを変えなければ
なりません。長年にわたり運用してきた組織ルー
ルを変えることは容易ではありません。さらに、
自社の考える目的や処理、予算に応じた IT シス
テムの選定が必要になります。導入後も、IT に
詳しい担当者がいないと処理ができない、トラブ
ルに対応できないといったことも起こり得ます。
新しいツールへのシフトに抵抗があるという人
は、どこの現場にもある程度いるもので、「操作
が覚えられない」あるいは「覚えたくない」な
どと言って抵抗してくることもあります。

　さらに、電子化されたデータは、電子メールの添付や、ファイル共有サービスへのアップロード、
USB メモリなどの記録メディアで、容易に流通できることから、情報漏えいのリスクが高くなります。
社内の会議では機密情報について話題にすることが多くあります。それがうっかり外部に漏れてしま
えば、企業は甚大な損害を被り、最悪、倒産という事態もあり得ます。そのような深刻な事態をあら
かじめ防ぐためには、社内教育と併せ、セキュリティ技術で万全の対策をしなければなりません。し
かし、セキュアな環境を維持するためには、IT システム導入費用や人件費など、膨大なコストがかかっ
てきます。

　人の視覚や触覚などアナログな感覚が、業務における作業性と密接に関係しているところも大きい
です。紙の資料に慣れた世代は、PC やタブレット端末の画面越しに資料を見ることに違和感を覚える
ものです。電子化された資料は、パラパラとめくって中を探ったり、直接メモを書き込んだりするこ
とに制約があり、たとえそれと近い機能があったとしても、紙と全く同じ感覚とはいきません。それに、
電子化された資料を見るには何かしらの端末が必要になる、つまり電源が必要です。そうした使い勝
手の面で、敬遠してしまうことが多くみられます。慣れの問題と言えばそうかもしれませんが、組織
の中には年齢も経験もさまざまである人たちがいる中、これが一筋縄ではいかないものです。
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クラウドの進化がペーパーレス会議を現実に
　電子化によるペーパーレスは、20 年近く前からその利点や必要性が語られながらも、それを実現す
るための技術に大きな課題がありました。しかし現在は、その壁を乗り越える技術が登場しています。

　2000 年前半には各社か ADSL 接続サービスが登場し、インターネットは、かつてのダイヤルアッ
プ接続をベースとした従量課金サービスから、常時インターネットを接続させる ADSL による月額サー
ビスにシフトしていきました。そしてインターネットがさらに普及拡大する中、紙で行われていたこ
とを PC の画面の中でやっていこうという動きが、世の中で見られるようになってきました。また国
内外の政府は、申請や届出などの処理の電子化を進めました。しかし当時の技術では、ペーパーレス
実現における課題は多く、成果をうまく引き出せないことも目立ちました。

　5G（第 5 世代移動通信システム）時代の到来が間近である今、ADSL サービスが廃止されつつあり、
Wi-Fi などによる無線接続や光回線（光ファイバー）が普及しました。通信は高速になり、日常的な
動画閲覧に耐え得るほど、扱えるデータ容量も多くなりました。そのような今日の技術発展を基礎に、
インターネット上にあるデータやソフトウェアにアクセスする「クラウドコンピューティング」が身
近になってきました。なじみのない方には少々難しく聞こえる単語ではありますが、これはクラウド
上にいろいろな仕組みがあらかじめ用意されているということであって、ユーザー側では特別な専門
知識なしに利用することが可能です。操作教育も特に不要なほど簡単に扱える仕組みも実現できます。

Handbookならペーパーレス会議が 
すぐに、簡単に実現できる
　そんなシステムの 1 つが、アステリアが提供するモバイル向けコンテンツ管理システム「Handbook」
です。

Handbook は使いやすい UI（ユーザーインタフェース）を備え、誰でも使えるシンプルで分かりやす
い操作を実現しています。機密情報をしっかり守るセキュアな仕組みを備え、データ閲覧制限の設定、
書類の一斉配信、削除などが簡単な操作で行えます。美しいインタフェースが評価され、2015年に「グッ
ドデザイン賞」も受賞しています。
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Handbook には大きく、以下の 3 つの特長があります。

・簡単操作で会議運営者の負担を軽減

・高度なセキュリティ機能を搭載、安全なペーパーレス会議が実現可能

・会議参加者が迷わず使える、使いやすいインタフェース

 　Handbook では、会議で使用する資料をクラウドサーバー「Handbook Studio」にアップロードし、
集中管理して運用します。データのアップロードは、ドラッグ＆ドロップの簡単な操作で行うことが
でき、取り扱い可能なデータフォーマットは、Microsoft Word、Excel、PowerPoint、PDF ファイル、
そして画像や動画、音声など、さまざまな形式に対応しています。資料の一斉配信、更新、削除だけ
でなく、更新状況をモバイルデバイスにプッシュ通知で伝えることが可能です。

　ユーザーは手元の端末に資料をダウンロードしなくても閲覧することができ、ストレージのデータ
容量を圧迫せずに済む一方、管理側はユーザーが自分の端末に情報をダウンロードさせないように制
御することもできます。万が一、ユーザーが端末を紛失したとしても、そもそもそこに情報が残って
いないので、漏れるということがありません。もちろん、配布・公開可能な資料の場合は、ダウンロー
ド機能を利用することで資料をオフラインで（インターネットをつながずに）確認することも可能です。
その際も、コンテンツそのものに有効期限を設定しておいて、期限が過ぎたら情報閲覧できなくする
という設定もできます。端末個別でのアクセス制限も可能です。

　Handbook は、紙で書類の扱う際の操作性を意識し、タブレット端末のタッチ機能を生かした使い
やすいインタフェースを備えています。資料をひとつひとつ開かなくても、サムネイル表示の一覧か
ら資料を直感的に探すことができ、紙の書類をめくる感覚に似たスワイプでのページ送りに対応して
います。市販のスタイラスペンがあれば、手書き機能を利用し、会議中に資料に直接メモを書き込む
ことも可能です。 



6

© 2019 Asteria Corporation

あの企業も、ペーパーレス会議で成果が
　Handbook は業種や規模を問わず幅広い企業で活用されています。導入した各社は、紙の印刷コス
トや手間を大幅削減できること、電子データのセキュリティの確保が可能なこと、誰でも使えて特別
な操作教育が不要なこと、常に最新の資料が共有できることなどを利点として挙げています。また取
締役会や経営会議での活用も目立ちます。企業の経営層では、年齢が高い方も多く、近くのものや小
さい字が見えづらいなど、視力の制約が出てきます。タブレットなら、資料の拡大縮小が自在で見や
すいというペーパーレス化のメリットもあります。

事例 ： 野村證券

　野村證券様は、野村グループにおける証券業務
を担う企業です。同社は以前から資料の電子化
に取り組んできました。まずノート PC を活用し
た営業資料のペーパーレスに取り組みましたが、
起動に時間はかかり、バッテリーのもちも悪く、
現場に不評だったと言います。そこで注目した
のが、発売してまだ間もなかったアップルのタ
ブレット端末「iPad」でした。それと同時期に
Handbook も導入しました。当時は Handbook
の PDF ファイル閲覧のスムーズさを評価したと
いいます。今はペーパーレス会議が定着し、国
内各支店の営業へも運用を拡大しているとのこ
とです。野村證券では、ペーパーレス会議の推
進により、紙での運用時にあった「資料の締め切り」がなくなったといいます。会議の途中に登録さ
れたものも閲覧でき、常に最新の状況を参照して、スピーディーな討議や意思決定が可能になりました。
今後は会議や営業現場での活用をもっと推進し、さらなるビジネスの加速を目指すということです。

事例 ： ATグループ

日本で初めてトヨタ車の販売店として誕生した
AT グループ様では、会社単体やグループ企業合
同など数名〜 40 名規模まで、全 17 種の会議や
ミーティングのペーパーレス化を推進し、「業務
効率化」「コストカット」「環境配慮」の同時実
現に取り組んでいます。

Handbook を活用することで、会議開催の直前
まで資料の修正が可能になり、印刷物の差換え
作業が不要になるなど、会議を運営する事務局
の作業が効率化しています。また、年間 3 万 6 千枚の紙・印刷費用を削減し、環境に配慮した経営を
実現しています。
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[お問合せ先] 
アステリア株式会社
Mail：handbook@asteria.com
URL：https://handbook.jp/

【 免責条項 】
この文書に記載されている情報は、予告なく変更または更新される場
合があり、アステリアによる誓約として解釈されるべきものではあり
ません。
また、この文書の内容は、執筆時点での情報提供を唯一の目的とする
ものであり、マテリアルやコード、機能を提供することを確約するも
のではありませんし、あくまで参考情報とさせていただきますこと、
ご了承ください。なお、この文書に記載された各会社名、各製品名な
どは、各社の商標または登録商標です。
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事例 ： 魁力屋

　国内で「京都北白川ラーメン魁力屋」を多数
チェーン展開している魁力屋様では、取締役会
や経営会議で、Handbook を活用したペーパー
レス会議を実施しています。企業の規模の拡大
に伴い、紙の資料がどんどん増加してきていた
ことから、なるべく早期に電子化に取り組み、
会議資料の準備工数や紙コストの削減を目指し
ました。現在、紙資料の印刷は「ゼロ」（同社）
ということで、かつては年間で 1 万枚を超えて
いたという紙の削減に成功しています。将来は、
Handbook で管理する会議資料をもっと拡充し、
店舗業務などでも利用しようと計画しており、電
子化による業務効率化にとても積極的に取り組
んでいます。

　今、世の中の市場の変化は非常に激しく、かつ競争も厳しくなっています。そのような中、企業で
は迅速な動きが求められます。コスト削減への要求も厳しくなっています。厳しい状況を乗り越える
ために、ビジネスに携わる人たちが圧迫されて疲弊してしまっては、市場は今後、元気になっていか
ないでしょう。ご紹介したように、ペーパーレス会議の成功事例を多く持つ Handbook なら、ペーパー
レス会議をスムーズに実施して、働き方改革への第一歩を踏み出すことが可能です。会議にかかるコ
ストを削減し、業務効率を向上させて組織の動きをスピーディーにすると同時に、さらに場所に縛ら
れない柔軟な働き方を実現して、社員の満足度も高めていきたいですね。

https://handbook.jp/
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ペーパーレス会議

野村證券様

資料の締切をなくし最新情報で意思決定が可能に

橋本総業様
Handbookで会議資料を配信
管理職にiPadを配布し積極活用

Handbook導入事例のご紹介

白鳩様

タブレットの活用で会議準備作業を簡便化

平田機工様
役員のタブレット活用で
全会議のペーパーレス化を実現

ATグループ様

ペーパーレス推進により環境に配慮した経営を実現

マルイ様
会議資料の質の向上で、
議論・コミュニケーションが活性化

会議専用システムからのリプレースで、
会議運営を効率化

大阪国際会議場様

ホテルグランヴィア岡山様
ペーパーレスの推進で、
紙の資料も残業も「ゼロ」を実現

魁力屋様
Handbookで紙コスト“ゼロ”の
ペーパーレス会議を実施

▼P.13、14

▼P.15、16

▼P.12

▼P.11

▼P.10

▼P.9

▼P.8

▼P.7

▼P.6

ペーパーレス化によるコスト削減と
セキュリティ強化

国立病院機構 嬉野医療センター様

理事会のペーパーレス化で
準備時間と紙コストの85％を削減

堺市医師会様

【 その他の導入企業・団体様の一部 】

資料印刷・差替え作業を撤廃！
担当者の生産性を向上

津山商工会議所様

▼P.21

▼P.20

▼P.17、18

介護審査会の準備を効率化、
認定業務の迅速化を実現

茨城県大子町様

▼P.19

鴻池組様
経営会議等のペーパーレス化で
年間200時間の工数を削減

▼P.4

エイチ・アイ・エス様
年間10万枚の会議資料を削減。ペーパーレス化で
情報伝達を加速

▼P.5

※本誌に掲載しきれない事例はWebサイトで確認できます。 https://handbook.jp/case_search/

本事例集のダウンロードはこちら
https://handbook.jp/wp_case/

社会医療法人愛仁会 高槻病院様
経営会議の準備工数を200時間削減、
運営コストを1/10に

▼P.3



経営会議の準備工数を200時間削減、運営コストを1/10に
リモート参加を含む会議運営もスムーズに。ペーパーレス化の推進で働き方改革に貢献

社会医療法人愛仁会高槻病院は、1977年に開院した477床を有する急性期病院。 「患者様の満足する医療」を理念とし、地域に根差した医療機
関として先進的な医療を提供している。同院では会議用のタブレットだけでなく院内の管理職が持つ約400台のスマートフォンを有効活用し、経営
幹部が参加する週次の経営会議をはじめ、 150人近くの管理職が集まる合同会議や、感染対策・医療安全・広報・労働安全といった各委員会など
全ての会議でHandbookを適用、ペーパーレス化を推進している。

課題・目的
規模を問わず全ての会議の資料印刷や、
急な当日資料の準備、運搬などの準備
工数の削減、印刷費や廃棄費用など
運営コストの削減が求められていた
たびたび発生する資料の差替えの手
間や、機密資料を印刷した紙の資料
の扱いや管理に課題を抱えていた

選定ポイント
閲覧期限の設定やユーザ管理など
安全に会議資料を管理・配信できる
職員が持つタブレット・スマートフォン
の両方で活用できる
直感的に資料を閲覧できる操作性で、
すぐに利用定着することが期待できた

効果
年間約20万枚の用紙代や印刷費の
削減、資料の廃棄も不要になり運営
コストが1/10に。さらに約200時間の
準備工数を削減し、働き方改革に貢献
直前の差替えが容易になり、最新
資料で会議が実施され、情報共有の
精度が向上。また、有効期間設定を
活用し、資料管理の徹底が可能に

会議準備
担当者

リモート参加でも、
資料の事前閲覧が可能

150名規模の会議

スマホで
資料確認

会議資料・議事録資料の有効期限や閲覧権限を設定

社会医療法人愛仁会　高槻病院

運営会議だけでなく委員会など全ての会議でペーパーレス化を実施。資料だけでなく、
議事録も配信されている。リモートからの参加者や当日欠席したメンバーも、資料を
いつでもどこでも参照できることから、現場の評価も高い

会議用のタブレットや管理職が持つスマートフォンで会議資料を閲覧
経営会議や大規模会議など全ての会議でHandbookを利用

所 在 地 ： 

会社概要 ：

  

U R L ： 

大阪府高槻市

「患者様の満足する医療」を理念とし、医療
サービス内容の充実に努めている。急性期医
療、地域医療の支援のほか、優秀な医師の育
成、市民病院的な役割も果たす。医療従事者
の負担軽減や処遇改善にも積極的に取り組ん
でいる。

https://www.takatsuki.aijinkai.or.jp/

J00-0001H-78-01

ペーパーレス会議

ユーザーのひと言
会議のペーパーレス化を目標にHandbookを導入し、会議資料の印刷から
保管、廃棄までにかかるコストや工数を劇的に削減できました。事後の議事
録の共有も実施したところ、会議の欠席者からも便利だと好評です。また、
操作が直感的で簡単なため、導入してたった1ヶ月で運用が定着し、今や、
院内で不可欠のツールとなりました。今後は研修資料の配信など、ペーパー
レス化を通じて院内の情報流通を改革し、医療の現場で課題となっている働
き方改革につなげたいです。

社会医療法人愛仁会　高槻病院
管理科　副主任　足立　聡 氏

User Profile

アステリア株式会社
〒140-0014 東京都品川区大井 1-47-1 NTビル10F
Tel : 03-5718-1250   E-Mail ： handbook@asteria.com
WEB : https://handbook.jp/

このカタログに記載された情報は2020年6月現在のものです。内容は予告なしに変更することがあります。Asteria、Handbookはアステリア株式会社の登録商標です。その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。
© 2020Asteria Corporation

導入事例
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経営企画部と情報システム部門による管理の元、経営会議をはじめ、働き方改革会議、技術検討会など、13種類の会議が
ペーパーレス化されている。プロジェクトの説明、原価管理、試算表、設計図など、多種・大量の会議資料が取り扱われている。

従来

所 在 地 ： 

会社概要 ：

 
導入時期 ： 

U R L ： 

経営会議等のペーパーレス化で年間200時間の工数を削減

鴻池組は、2021年に創業150周年を迎える。「誠実、懇切、敏速」の社是三則を基とし、「魅力ある企業づくり」を進めていくことで、お客様にはより一層
信頼される企業、従業員にとっては今まで以上に安心して働ける、働き甲斐のある企業となることを目指している。
同社では経営会議等の実施にあたり、長時間の準備作業や急な差し替え対応などが課題となっていたため、ペーパーレス化を目的に「Handbook」を導
入。会議資料の印刷や製本、配付、差し替えなどの作業工数を大幅に節減、総労働時間を減らし健康に働くための「働き方改革」への取り組みにもにつ
ながっている。

課題・目的
最大200ページに及ぶ会議資料の
印刷、製本、差し替えなどの業務が
負担となり、担当者の休日出勤や
残業増加の原因となっていた
業務効率改善のため、紙の無駄、担
当者の過負荷、共有の複合機の専有
などの解決が求められていた

選定ポイント
資料のアップロードや差し替えなど
の管理が直感的に行える
シンプルな操作性で資料閲覧ができる
ので、短期間での利用定着が期待できる
会議ごとに閲覧ユーザー管理が的確
に行える

効果

User Profile

株式会社鴻池組

経営会議をはじめ13種類の会議を
ペーパーレス化し、紙の削減と約200
時間(年間)の準備時間を削減
資料を安全に配付・閲覧でき、また
会議中の差し替えや追加にも対応、
スムーズな会議運営を実現

〒541-0057　大阪市中央区北久宝寺町3-6-1
（本町南ガーデンシティ）

1871年に鴻池忠治郎が創業した大阪市のゼネコン。社是であ
る「誠実、懇切、敏速」を守り続け、「まじめに、まっすぐ」をスロー
ガンに、環境に配慮しながら、安全・安心な街づくりに取り組ん
でいる。

2018年11月

http://www.konoike.co.jp/

会議をスマート＆スムーズに運営し、働き方改革を実現

現在

直前の資料差し替えが可能となり、会議をスムーズに運営

共有複合機の専有

ペーパーレス会議

資料の
事前閲覧
が可能

管理者

会議

導入事例

J00-0001H-75-01

アステリア株式会社
〒140-0014 東京都品川区大井 1-47-1 NTビル10F
Tel : 03-5718-1250   E-Mail ： handbook@asteria.com
WEB : https://handbook.jp/

このカタログに記載された情報は2019年10月現在のものです。内容は予告なしに変更することがあります。Asteria、Handbookはアステリア株式会社の登録商標です。その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。
© 2019 Asteria Corporation

ユーザーのひと言
経営会議のペーパーレス化から始まったHandbookの活用
は、管理側の工数を削減しただけでなく、安全・安心・確実に
資料を共有できること、そしてシンプルな操作性が好評です。
経営層から活用を始めたことで社内でのペーパーレス会議へ
の理解が順調に進み、今後は各拠点での会議にも適用を進
める予定です。さらに会議だけでなく、人事部門における採用
プロセスでの資料共有にも展開したいと考えています。

株式会社鴻池組
本社　経営戦略本部　経営企画部　部長　匹田　隆治 氏

ひきだ　　　　りゅうじ
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毎月開催される所長会議資料の他、日々の営業報告データが20種類ほど登録されている。
また、昨今、災害や事故などが多いため、緊急時に店舗スタッフが迅速に対応できるよう、連絡網や事故対策
マニュアルの配信を徹底し、新たな連絡フローを構築している。

所 在 地 ： 

会社概要 ：

 
導入時期 ： 

U R L ： 

年間10万枚の会議資料を削減。ペーパーレス化で情報伝達を加速
Handbookに集約された報告データ・マニュアルなど、様々な情報へのアクセスを改善。
管理職業務を効率化

株式会社エイチ・アイ・エスは、旅行事業を通じて世界の人々の見識を高め、国籍、人種、文化、宗教などを超えて世界平和・相互理解の促進に貢献して
いる。同社では、外出や出張など移動の多い管理職の業務をサポートするため、所長・支店長クラス約170名へタブレット端末を配布している。会議資
料の事前確認・閲覧をはじめ、送客数や営業販売実績など、日々の報告データの確認の他、災害時のマニュアルなど、様々な資料を共有。管理職の業務
において幅広くHandbookが活用され、業務のペーパーレス化や効率化を実現している。

課題・目的
毎月開催される所長会議のための資料
印刷、持ち運びの手間の軽減や、必要
な紙や印刷費用のコスト削減に取り
組んでいた
日 の々営業報告データや、店舗運営に
必要な資料など、多くの情報が分散して
おり、管理・把握に手間がかかっていた

選定ポイント
シンプルな操作性で初めて使う人でも、
簡単に直感的に利用することができる
様々なファイル形式の会議資料を、
PDF形式に統一して閲覧することが可能
閲覧権限の設定により、データをセ
キュアに扱うことができる

効果

User Profile

株式会社エイチ・アイ・エス

年間約10万枚の紙を削減。会議の
ペーパーレス化で資料の印刷、持ち
運びが不要に。事前確認がスムーズ
になり、情報伝達を加速
必要な情報が集約され、いつでもど
こでも資料閲覧が可能に。営業報告
データをリアルタイムタイムに把握
するなど、管理職業務が効率化

〒163-6029　東京都新宿区西新宿6-8-1
住友不動産オークタワー 29階

日本発の海外旅行を主軸とした旅行事業のほか、ホテル事
業、航空事業、テーマパーク事業と、幅広い事業を通じて新
たな企業価値を創造している

2014年4月

https://www.his.co.jp/

管理者

資料をタブレットに1枚に集約し業務をペーパーレス化

マニュアル確認会議資料閲覧

会議資料 報告資料 マニュアル

営業報告データ確認

災害
！

ペーパーレス会議導入事例

J00-0001H-72-02

アステリア株式会社
〒140-0014 東京都品川区大井 1-47-1 NTビル10F
Tel : 03-5718-1250   E-Mail ： handbook@asteria.com
WEB : https://handbook.jp/

このカタログに記載された情報は2019年6月現在のものです。内容は予告なしに変更することがあります。Asteria、Handbookはアステリア株式会社の登録商標です。その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。
© 2019 Asteria Corporation

ユーザーのひと言
Handbookの活用により、毎月発生する資料印刷準備の手間がなくなり、外出先での会議
資料の事前確認も容易になりました。また、過去の会議資料を登録する運用で、管理職の業
務引継ぎもスムーズに実施されています。さらに、本部より配信される営業報告データをリア
ルタイムに把握できるようになり、業務の効率化が進み、他業務への時間の割り当が可能に
なるなど、管理職の働き方改革に貢献しています。
今後は、社内業務だけでなく店舗内での利用、お客様向けのご案内などの活用の検討も進め
たいと考えております。

株式会社エイチ・アイ・エス
関西事業部　システム管理チーム　チームリーダー　松本　俊一郎 氏

まつもと　　   しゅんいちろう
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会議ごとにブックを分け、閲覧権限の設定により、開示する資料を管理している。
毎朝実施するマネージャー会議では、日々更新が必要となる売上情報・日報などの資料も登録。
また、会議資料だけでなく、施設のパンフレットも登録し、幅広く活用している。

ペーパーレスの推進で、紙の資料も残業も「ゼロ」を実現
Handbook活用による会議運営の改革で、省資源と会議準備工数の削減に貢献

株式会社ホテルグランヴィア岡山は「すべては感動のために」を理念に掲げ、岡山に初めてお越しになる方、そして地域の方に愛されるホテルを目指
し、お客様ニーズの先を行く商品・サービス・料理を開発、販売し、お客様と視線を合わせ笑顔でお出迎えしている。
同社では、地球環境にやさしいホテル経営を目指すため、紙の削減対策としてHandbookを活用したペーパーレス会議を実施。会議を運営する事
務局の準備工数削減、紙の削減、残業の削減など、大きな成果を上げている。

課題・目的
企業として、紙削減の取り組みが必要
だったが思うように進まず、課題とな
っていた
会議資料の印刷は時間がかかり負担
が大きく、直前の資料差替えや再印刷
も起こるため、残業が頻繁に発生し
ていた

選定ポイント
他社製品と比較し、導入費用がおさ
えられること、シンプルな操作性で
幅広い年齢層でスムーズに利用でき
ることが期待できた
多数の会議で安全に利用するため、
セキュリティ担保のための閲覧権限
の設定が行えることが評価された

効果
約40種の会議でペーパレスを推進し、
紙資料が「ゼロ」に。年間で約12万枚
削減し、前年比較で10倍の削減を
実現
資料の印刷が不要になり、準備工数
は大幅に軽減。業務改革により担当
者の作業はデータ管理のみとなり、
残業がゼロに

ユーザーのひと言 User Profile
Handbookは操作がしやすいので、利用がスムーズに広が
り、省資源対策も進みました。Handbook上の会議資料は
カラー化され、ビジュアル面で訴求力が上がるなど、会議の
質を上げる効果も得られています。
今後は、営業コンテンツを拡充し、営業や接客シーンでの
活用を計画し、推進していきたいと考えています。

所 在 地

会社概要

導入時期

U R L

株式会社ホテルグランヴィア岡山
企画部　企画課　髙橋　章太 氏

たかはし　　　 しょうた

株式会社ホテルグランヴィア岡山

会議

会議の準備時間が削減

一括
登録

カラーで
訴求力UP

印刷が不要に
直前の差し替えもスムーズに

：

：

：

：

〒700-8515 岡山県岡山市北区駅元町1番5号

JR西日本ホテルズのグループとして、1995年3月に岡山
駅に直結の好立地に開業。宿泊の他、多彩なレストラン、
宴会場、ウェディングなど充実の施設・サービスを展開して
いる。

2018年4月

https://granvia-oka.co.jp/

ペーパーレス会議導入事例

J00-0001H-65-01

アステリア株式会社
〒140-0014 東京都品川区大井 1-47-1 NTビル10F
Tel : 03-5718-1250   E-Mail ： handbook@asteria.com
WEB : https://handbook.jp/

このカタログに記載された情報は2018年11月現在のものです。内容は予告なしに変更することがあります。Asteria、Handbookはアステリア株式会社の登録商標です。その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。
© 2018 Asteria Corporation
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執行役員会、営業会議などで年間8万枚の紙資料の削減を実現している。ブックデザインの
工夫として、各会議体により表紙を色分けし、当日に利用するブックは赤色に設定している。

会議資料の質の向上で、議論・コミュニケーションが活性化
Handbookに会議資料をまとめて保管、過去と現在のデータ比較を手軽に実現

株式会社マルイは「5つの絆」をテーマに効率を前提とした個性化、システム化を推進し、よりお客様にとって質の高い、付加価値の高い商品づくりや店づ
くりをしている。「食」を通じてお客様との「絆」、地域との「絆」を深め「中国地方でNo.1の、地域になくてはならないスーパーマーケット」を目指している。
同社では、環境省が策定する「エコアクション21」環境経営システムの登録・認定を受け、ペーパーレス化の取り組みを進めており、Handbookを活用し
たペーパーレス会議を実施している。

課題・目的
会議資料を決まったフォーマットで
コンパクトに作成するルールがあり、
画像など、議論に必要な情報を十分
に提供できないケースがあった
季節ごとの商品などを比較・確認する
ため、各個人で過去から現在までの
大量の会議資料を保管・管理していた

選定ポイント
PC向けの大規模会議システムの導入
を検討していたが、タブレット端末利
用による運用の容易さと低いコスト
が決め手となりHandbookの採用
に至った
関係企業で利用実績があり、簡単な
操作でペーパーレス会議が実施でき
る点が評価された

効果
Handbookでは資料を自由にカラー
化でき、画像やグラフなどの情報が
充実し、会議資料の質が向上。議論
が活性化している
数年分の会議資料を閲覧できるよう
にし、商品や売上げデータの年度間
比較が可能に。会議資料の保管・管
理の負担を大幅に軽減

ユーザーのひと言 User Profile
導入当初は特定の会議でのみ利用しており、紙コスト削減
の効果は十分ではなかったのですが、現在では適用する会
議と利用人数が増え、効果が上がっています。グループ企
業でのHandbook導入を推進することで、さらなるコスト
削減を見込んでいます。
今後は、会議以外でも活用の場面が増やせるよう、端末配
布など含めて環境整備を検討しています。

所 在 地

会社概要

従業員数

導入時期

U R L株式会社マルイ
取締役　管理本部　財務経理部　北原　光広 氏

        きたはら　　　  みつひろ

株式会社マルイ

〒708-8505 岡山県津山市二宮71番地

1931年2月「マルイ食料品店」として創業。西日本エリ
アの食料品では最も早くセルフサービス方式を導入した
スーパーマーケット。1958年8月には株式会社マルイを
設立。現在は岡山県、鳥取県で24店舗の食品スーパー
マーケットを展開している。

2,750名　※2018年4月現在

2013年3月

http://www.maruilife.co.jp/

：

：

：

：

：

従来

現在

資料の質が向上し議論が活性化

会議準備に時間がかかる。資料の質に課題があった。

会議の準備時間が削減

会議

比較が
簡単

会議の準備に
時間がかかる 過去の資料が多く、

比較も大変

カラーで
理解度UP

モノクロ資料で
イメージしにくい

一括
登録

ペーパーレス会議導入事例

J00-0001H-64-01

アステリア株式会社
〒140-0014 東京都品川区大井 1-47-1 NTビル10F
Tel : 03-5718-1250   E-Mail ： handbook@asteria.com
WEB : https://handbook.jp/
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経営会議、常務会、業務会議など月に5回ほどペーパーレス会議を実施。紙コストの削減だけ
でなく、資料のファイリングや保管場所が不要となった。2 in 1 PCでWindows 10版アプリ
を利用し、安定的に会議を運営している。

会議専用システムからのリプレースで、会議運営を効率化
操作性が向上、複雑だった操作がシンプルになり、本来の会議に集中

大阪国際会議場は、大阪の都心「中之島」に立地。各種会議・コンサート・展示会等、多目的に活用できる施設として、国籍を問わず多くの人々に親
しんでいただける交流の場として、使いやすさに重点をおいた質の高いサービスを提供している。
同社では、会議運営の効率化に取り組み、紙コスト削減のため、ペーパーレス会議を実施。実施当初は会議専用システムを利用していたが、より効率
的な会議運営を目指し、操作性がシンプルで使いやすいHandbookを採用している。

課題・目的
従来、使用していた会議専用システム
は閲覧時の操作性が悪く、会議が中
断するなどの課題を抱えていた
1ファイルごとのアップロードや、
複雑な登録操作など、資料準備に
多大な時間がかかっていた

選定ポイント
2 in1 PCでもタブレットと同じような
タッチ操作が違和感なく行え、操作の
習得が容易であった
ドラック＆ドロップ主体のシンプルな
操作で、資料の登録が直感的に利用
できる点が評価された

効果

User Profile
所 在 地 ： 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島5丁目3番51号

会社概要 ：大阪府と大阪の経済界が共同出資して設立。前身の大阪
国際貿易センター時代からの土壌を受け継ぎ、大阪府より
指定を受け、大阪国際会議場の管理運営を行っている。

導入時期 ：2018年6月

U R L ： https://www.gco.co.jp/

株式会社大阪国際会議場

資料閲覧の操作性が良くなり、会議
が中断せず、集中して臨むことが可能
になった
以前の会議専用システムの課題だった
準備時間が短縮され、会議運営が
効率化された

ユーザーのひと言
会議専用システムからのリプレースで、Handbookを活用
した会議運用を開始し、準備工程や時間が削減され、会議
運営が効率化しています。また、コンテンツ管理の特性を活
かし、会議利用だけでなく、プロジェクトメンバーが共有す
る色見本や議事録にも活用しています。将来的には、営業
シーンでの利用など、さらに活用の幅を広げることを検討し
ています。

株式会社大阪国際会議場
営業部　企画課長　松尾　浩伸 氏

まつお　　　　ひろのぶ

ペーパーレス会議導入事例

J00-0001H-62-01

従来

現在

操作性が向上しスムーズなペーパーレス会議を実現

会議準備に時間がかかり操作面に課題があった

管理者

操作性が向上し準備時間が削減 簡単
操作

会議

アステリア株式会社
〒140-0014 東京都品川区大井 1-47-1 NTビル10F
Tel : 03-5718-1250   E-Mail ： handbook@asteria.com
WEB : https://handbook.jp/
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一括
登録

資料
ソート

理解度
UP

会議資料の準備に
時間がかかる

ボタンが小さく
画面操作が難しい

議論が
活発に
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40名規模から数名規模まで全17種の会議・MTGが実施されており、タブレット端末を支給
されている社員は会議でのHandbook活用が定着している。グループ企業合同の会議では、
事務局担当者が資料登録や閲覧権限設定、閲覧アカウント管理などを一括管理している。

ペーパーレス推進により環境に配慮した経営を実現
社内会議におけるHandbookの全社利用を推進、年間約3万6千枚の紙コスト、準備工数を削減

ATグループは、日本で初めてトヨタ車の販売店として誕生して以来、愛知県のクルマ文化の発展に尽くしている。各事業会社がそれぞれの事業に専
念することにより、業務の効率化と最適化を図ることができる体制を実現し、安定した経営・売上を維持していくことを目指していく。
同社では、ペーパーレス会議を実施することで、「業務効率化」「コストカット」「環境配慮」の同時実現に取り組んでおり、そのツールとして
Handbookを活用している。

課題・目的
会議実施の頻度が多く、運営事務局
の資料準備工数削減に課題を抱え
ていた
会社単体、グループ企業合同など
会議体が多く、ペーパーレス会議実施
による紙コストの削減に取り組んでいた

選定ポイント
会議専用システムなど複数製品を比較。
会議参加者は年齢層が幅広いため、
閲覧者・管理者いずれもシンプルに
操作できることが評価された
他社製品に比べて、ランニングコスト
を抑えることができたため、導入の
決め手となった

効果

ユーザーのひと言 User Profile
導入時は特定の会議で利用していましたが、
現在は社内会議、グループ企業合同会議も含め
大多数の会議でHandbookが活用されています。
グループ企業内でも好評で、導入の展開も進んで
います。今後は、カンファレスやシナリオプレイ機
能の利用を検討しており、他部門での活用も推進
したいと考えております。

所 在 地 ： 〒466-8688 愛知県名古屋市昭和区高辻町6番8号
ATG南館

会社概要 ： 「愛知トヨタ」をはじめとする自動車販売会社や「トヨタL＆
F中部」、「トヨタホーム愛知」などトヨタ系の販売事業会
社、またこれらを支援する「ATビジネス」などの事業会社
等を傘下におく純粋持株会社である。

導入時期 ： 2012年12月

U R L ： http://www.at-group.jp/
株式会社　ATグループ
戦略企画部　

株式会社ATグループ

大多数の会議でHandbookが活用
され、会議直前まで修正可能になる
など、事務局の作業が効率化
月平均3千枚の資料印刷が不要と
なり、年間約3万6千枚の紙コストを
削減。環境に配慮した経営を実現
している

こやま        　よしあき

専任課長　　

小山　嘉明 氏
ごとう　         よしみ

課長　　

五藤　善巳 氏
ひらばやし      　けんじ

担当課長　　　

平林　健二 氏

ペーパーレス会議導入事例

J00-0001H-61-01

従来

現在

ペーパーレス会議で大幅な紙コストと準備工数を削減

会議の実施頻度が高く資料準備に手間がかかる

発表者
会議準備の
業務効率化

一括
配信

Calendar

幹部
会議

合同
会議

経営
会議

取締
役会月間の会議数

あらゆる会議

30回程度

アステリア株式会社
〒140-0014 東京都品川区大井 1-47-1 NTビル10F
Tel : 03-5718-1250   E-Mail ： handbook@asteria.com
WEB : https://handbook.jp/
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タブレット端末は会議専用で、着席時に手元に置かれている。運営者は開催日ごとのブックを用意し、
資料の登録から差し替え、コンテンツ置き換えなど一連の作業を担当している。

Handbookで紙コスト“ゼロ”のペーパーレス会議を実施
ペーパーレス化により紙文化を変革し、年間1万枚以上の紙コストを削減

株式会社魁力屋は、ラーメン店を展開し「京都北白川ラーメン魁力屋」の屋号で京都の北白川にて創業。こだわりぬいた醤油を使った醤油ラーメンに
力を入れ、現在86店舗、1都2府11県にて展開している。「こだわりのラーメン店」であることを維持し続け、「オペレーションの最新化」で、将来を見
据えた新しい時代のラーメンチェーンとして進化をし続けている。
同社では、月間で取締役会を1回、経営会議を４回実施しており、会議運営の紙コスト削減や準備の効率化を目指しタブレット端末を導入、紙コスト
「ゼロ」のペーパーレス会議を実現している。

課題・目的
企業規模の拡大とともに紙資料が
増え、早い段階で紙文化自体の変革
を行う必要があった
紙資料の増加とともに紙コストだけ
でなく、取り扱う準備の負担が増え
改善を検討していた

選定ポイント
PCでファイルストレージサービスを
利用する会議運用と比較し、タブレット
端末で同時に資料閲覧しやすい
Handbookを採用
モバイル利用に慣れていない人でも
直感的に利用できるユーザーインタ
ーフェースが決め手となった

効果

ユーザーのひと言 User Profile
ペーパーレス会議を計画している際に、Handbook利用経験
者から紹介を受け検討を始めました。持ち運びの面から、PC
よりタブレット端末運営の方が便利だと考え、直感的に使い
やすい見た目と操作性であるHandbookを採用しています。
将来的には、会議関連資料の拡充や店舗業務などでも利用
するなど、活用の幅を広げる計画を進めたいと考えています。

所 在 地 ： 〒604-8152 京都市中京区烏丸通錦小路上ル
手洗水町670番地　京都フクトクビル6階

会社概要 ： 2005年に京都北白川にて創業。小さなお子様からお年
寄りの方まで、毎日食べても飽きのこない、そんな素朴で
懐かしいラーメンを提供。「たくさんのお客様に“ありがと
う”といわれるお店でありたい」という店舗理念を上げ、全
国86店舗を展開している。

導入時期 ： 2017年12月

U R L ： https://www.kairikiya.co.jp/
株式会社　魁力屋
取締役　管理本部長　丸本　純平 氏

        まるもと　　  じゅんぺい

株式会社魁力屋

紙資料の印刷は「ゼロ」となり、年間
で1万枚を超える紙コストの削減を
実現
Handbook専用クラウドサーバーへ
資料を登録するのみとなり、準備や
差し替えの手間を大幅に削減

ペーパーレス会議導入事例

J00-0001H-58-02

従来

現在

資料のペーパーレス化で準備時間と印刷費用を削減

会議頻度が高く事前準備に手間がかかる

紙0
ゼロ

経営会議・取締役会

発表者

Calendar

取締
役会

経営
会議

アステリア株式会社
〒140-0014 東京都品川区大井 1-47-1 NTビル10F
Tel : 03-5718-1250   E-Mail ： handbook@asteria.com
WEB : https://handbook.jp/
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経営会議だけでなく取締役会や四半期報告会、その他にも役員が出席する全会議でペーパーレス化が実施されている。
アクセスコードやグループ管理機能を活用し、役員や管理職などそれぞれに閲覧できる資料を管理することで閲覧制限を
実施し、セキュリティ面を保っている。

役員のタブレット活用で全会議のペーパーレス化を実現
経営会議の準備工数、資料保管負担を大幅削減し会議運営を効率化

平田機工株式会社はさまざまな分野で世界中の工場に生産設備をお届けする、生産エンジニアリングメーカー。世界のトップメーカーであるお客さ
まに安心してお使いいただけるよう、お客さまのご要望、想いを最善のかたちで実現するために常に万全の体制で臨んでいる。
同社では、約20名が参加する経営会議のペーパーレス化を目的に役員向けにタブレットを配布、資料閲覧ツールとしてHandbookの導入を実施
し、8 ～ 9名体制で取り組んでいた資料準備の工数を削減、印刷コストも大幅に削減している。

課題・目的
会議資料は、最大約200ページにな
ることもあり、印刷や製本、差替え作
業の負担が高く、紙コストの削減も
課題となっていた
会議資料が分厚く、保管場所の確保
に課題があった

選定ポイント
頑健なセキュリティの仕組みにより、
外部へ資料が流出することなく安心
して利用できた
役員が利用するので直感的に操作で
きるユーザーインターフェースがよか
った

効果
担当部署総出で準備作業をしていた
が、管理者の登録作業のみとなり工
数を大幅に削減できた
一度の会議で最大約4,000枚の資
料印刷が削減され、収納スペースも
不要となった

お取り組みについて User Profile
経営会議のペーパーレス化にあたり、操作検証や運用ルール決定など１～２か月というス
ピード感で実施できました。Handbookの操作は非常に簡単で、閲覧側も管理者側も直
感的に利用できる操作性であったことがとてもよかったと思います。
今後も安定的に利用を続けていきたいと考えております。

所 在 地 ： 〒861-0198 熊本県熊本市北区植木町一木111番地

会社概要 ： 平田機工は、さまざまな分野で世界中の工場に生産設備
を届ける、生産エンジニアリングメーカーです。お客様は
GM、フォード、ダイソン、インテルなど、それぞれの業界で
の世界のトップメーカーであり、これまで世界40ヶ国の
お客様に納入しています。

U R L ： https://www.hirata.co.jp/

平田機工株式会社

従来 現在

会議

資料の事前閲覧が可能

200ページにも及ぶ資料の
ファイリングが不要に
資料の保管場所が不要に

管理者

導入事例

J00-0001H-47-03

ペーパーレス会議

アステリア株式会社
〒140-0014 東京都品川区大井 1-47-1 NTビル10F
Tel : 03-5718-1250   E-Mail ： handbook@asteria.com
WEB : https://handbook.jp/

このカタログに記載された情報は2017年10月現在のものです。内容は予告なしに変更することがあります。Asteria、Handbookはアステリア株式会社の登録商標です。その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。
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取締役会は17名ほどで開催され、発表者も含めて全員がiPadを利用する運営となっている。
コンテンツは12カテゴリーに分けられており、当日の資料だけでなく、規程集やIR・PR関連記事、他の会議の議事録など
様々な関連資料も登録することで、よりスムーズな会議運営を可能としている。

タブレットの活用で会議準備作業を簡便化
取締役会の準備工数を大幅削減、紙コスト“ゼロ”のペーパーレス会議を実現

株式会社白鳩はインターネット（EC）サイトを通じて下着等の販売を行っている。近時は、中国をはじめとする東南アジアへの越境ECの展開も行っ
ており、世界中のお客様に質の高い商品とサービス、そして感動をお届けしてゆくことを目指している。
同社は17名が参加する取締役会にてタブレットを導入、Handbookの活用により準備は2名体制から1名となり必要な時間も大幅に短縮、また、
会議資料の印刷“ゼロ”を実現している。

課題・目的
会議資料は、多いときには70～80
ページになり、事務局の準備負担も
高く、また紙のコスト削減が課題と
なっていた
ITに不慣れな役員も多く、タブレット
端末の操作面に不安があった

選定ポイント
他社の製品と比較し、拡張コストを
含めたコストメリットが高い点が選
定の決め手となった
役員が操作するので直感的に利用
できる操作性が良かった

効果
運営の事務局が2名から1名体制に
なり、工数も1/6程度まで削減できた
事前配布が可能になり、事前確認を
して臨めるようになったため、当日の
会議クオリティが高まった

ユーザーのひと言 User Profile
導入選定を始めてから２～３か月で本格運用開始
することができました。導入後、一部の役員は戸惑
いもあったようですが、数回の操作で慣れることが
できています。現在では事前閲覧なども可能にな
り議論が深まったと感じております。
今後は、取締役会の下位の会議体においての利用
について検討を進めていく方針です。

所 在 地 ： 〒612-8418 京都府京都市伏見区竹田向代町21

会社概要 ： 株式会社白鳩は、日本最大級のインナーアイテム数を誇る
「京都発インナーショップ白鳩」を中心にECサイト運営を
している。お客様の笑顔と美的満足を創造し、「感動」する
インナーライフをお届けしてまいります。

従業員数 ： 156名 ※2017年8月31日現在

導入時期 ： 2017年6月

U R L ： https://www.shirohato.co.jp/
株式会社白鳩　管理部　総務課
課長　小池　浩司 氏　　岸山　真由美 氏

       こいけ          　こうじ        きしやま           　まゆみ

株式会社白鳩

管理者

取締役会

発表者

準備時間の大幅削減
印刷コストの削減

導入事例

J00-0001H-46-02

ペーパーレス会議

アステリア株式会社
〒140-0014 東京都品川区大井 1-47-1 NTビル10F
Tel : 03-5718-1250   E-Mail ： handbook@asteria.com
WEB : https://handbook.jp/

このカタログに記載された情報は2017年9月現在のものです。内容は予告なしに変更することがあります。Asteria、Handbookはアステリア株式会社の登録商標です。その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。
© 2018 Asteria Corporation
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Handbookでペーパーレス会議
資料の締切をなくし最新情報で意志決定
野村證券株式会社は野村グループの中心で証券業務を行っており、お客様の資産運用・管理のために多彩なサービスを
提供しています。同社では早々にiPadとHandbookに着目し、会議での利用が定着してきました。支店の営業にも展開する
など、積極的に利用を拡大しつつあります。
Handbook導入を推進している国内IT戦略部長 藤井公房氏にお話をお伺いしました。

営業用パンフレットは、PDF化されたものが弊社のWebサイトにありますので、iPadのSafariからも開くこともできます。しかし毎回ダウンロードするのは
時間がかかってしまいます。Handbookならば事前にダウンロードしておける点が有益です。

またHandbookのPDF閲覧時のスムーズさは格別です。当初は表示が「カクカク」していてじれったさがありましたが、2010年末のバージョンで大幅に
改善して驚きました。今iPadでPDFを閲覧するならHandbookから開くのがもっとも早いと感じます。

iPadご導入のきっかけを教えてください。
かつて営業にプレゼン用のノートPCを導入したこともありましたが、起動
に時間がかかる、バッテリーが持たないなどの理由で不評でした。
営業は間合いが大事です。iPadはすぐに起動でき、バッテリーも長持ちし
ますし、操作性もよいので、社内で活用できると確信していました。

Handbookご利用の動機をお聞かせください。
iPadは日本で発売される前から海外から入手していました。触ってみてま
ず考えたのが営業用パンフレットの配布でした。すぐにiPhoneで
Handbookの評価IDを試し「やはりここはHandbook」とすぐに活用シー
ンが思い浮かびました。まだiPad版のHandbookが発表される前でした
が、いずれ出るだろうと見込んでいました。

実際にどのようなコンテンツをHandbookで配信されていらっしゃいますか。
2年ほど前から、システム開発案件管理にクラウド型サービスをWeb利用しています。そこにまず私が先陣を切ってiPadでsafariから開発案件を参照し、
ペーパーレスの会議ができることを実感しました。そしてHandbookなら運営も簡単で「いける」と確信したので、今では他部署が運営する会議にも利用
を拡大しています。
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このカタログに記載された情報は2010年12月現在のものです。内容は予告なしに変更することがあります。Asteria、Handbookはアステリア株式会社の登録商標です。その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。
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今回のHandbookのご導入によりどのような効果を期待されますでしょうか。
会議のペーパーレス化は言うまでもなく、会議の運営も変化してきます。従来は紙で議題を配布するため、締め切りが前日などに設定されていました。
しかし、Handbookで資料配信を行うことにより締め切りも不要になります。会議途中に登録されたものも見ることができ、最新の状況をもとに討議し
判断することができます。

Handbookなどでクラウドを利用していると日々使い勝手が進化するのを実感します。自社でシステムを開発・運用していては変化のスピードに対応しき
れません。各分野の専門家が優れたサービスをつくり、研ぎ澄ませていくなか、ユーザーである私たちはそれを使いこなすのが得策です。iPadといういい
デバイスが出てきたのもいい契機です。これからもクラウドを利用しながら、ビジネスのスピードを加速させていきたいと思います。

会議にiPadとHandbookがあると強力です。会議では紙の配布を減らすため、1枚に小さな文字で記述してしまいがちです。またプロジェクターで資料を
投影することもありますが、広い会議室では座席により文字が読みにくい場合もあり、会議中に「文字が小さくて読めません」とは言いにくい雰囲気もあり
ます。そこにiPadがあると、参加者が自分の見たい部分を好きなだけ拡大できます。これは画期的なことと思います。

また、グラフや図などの参考資料はレジュメの末尾に添付したりしますが、iPadなら画面拡大ができますので小さくてもいいので同じページに添付すると
ページを移動する手間が減らせます。

iPadもHandbookも操作が直感的なので、誰かが教えることなく皆が使いこなしています。利用者に伝えたのは画面ロック解除のパスワードくらいです。
当初は会議の時だけiPadを一時的に配布しましたが、今では常時使ってもらえるようにしました。ヒアリングをして、会議以外のシーンでの活用の参考に
しようと考えています。

今後の展開についてお聞かせください。
会議での利用のほかに、今後は全国の支店で営業担当がiPad
を活用できるよう検討しています。お客様に見せる資料や映像
をHandbookで提供するほか、株価などのアプリを使い、営業
担当が社外にいる時間にITや情報に効率よくアクセスできるよ
うにしたいと考えています。
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Handbook ご利用事例

橋本総業株式会社

会議資料をHandbookで配信
管理職にiPadを配布し積極活用
橋本総業株式会社は明治23年創業、現在は管工機材、住設機器、空調機器をメーカーから販売店などに提供しています。
大正時代には早くも通信販売に着手するなど、常に時代の先端を歩む住宅設備機器類の専門商社です。2010年から
iPad120台を課長以上の管理職全員に配布しビジネスに積極的に活用するようになりました。支店長会議や部長会など様
々な会議にHandbookをご利用いただいています。橋本総業株式会社 取締役 管理副本部長 伊藤 光太郎氏にお話をお伺
いしました。

橋本総業株式会社
取締役 管理副本部長
伊藤 光太郎 氏

iPadご導入のきっかけを教えてください。
毎年全国各地で展示即売会「みらい市」を開催しており、2010年9月に東京で開催
したときにはiPadを30台導入し、お客様へのプレゼンツールとして使いました。ま
だ珍しいこともあり、iPadを手にしているとお客様が立ち止まってくれました。お客
様が直に画面を触って操作できるので関心を高めることができ、プレゼンツールと
して強力だということがわかりました。

加えて今やクラウドの時代です。社内外へのデータ配信にHandbookを使い、iPad
からアクセスするようになりました。今では管理職を中心に120名がiPadを保有し
ています。社内の資料閲覧やお客様へのプレゼンツールなどHandbookを含め、9
つのアプリでiPadを活用しています。

Handbookをどのようにご利用いただいていますか。
本社から一括してデータ配信するものにHandbookを利用しています。大きく分けて3種
類あり、まず会議資料や実績など社内向け資料、それから業界ニュースや製品チラシなど
社外向け資料、あと動画です。ユーザーに分かりやすいようにアイコンで色分けしています
。社内向け情報は取り扱い注意なので赤、お客様に見せても安全な社外向け情報は青、動
画はダウンロードに時間がかかるので注意ということで黄です。取り扱いのレベルが直感
的に分かります。

ユーザーが識別できるよう
コンテンツ毎に色分けしている
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会議でのHandbookご利用について、もう少し詳しく教えてください。
Handbookは会議の資料配布ツールとして役立っています。例えば週次の支店長会議。全国28拠点の支店長はテレビ電話を前に、iPadから会議資料
を開いています。Handbook導入前は会議前にレジュメのみメールで配布していましたが、今ではレジュメや資料をHandbookで作成してサーバーに
アップロードしておきます。資料の追加リクエストがあれば会議の場でサーバー側を更新します。実際、会議中に「あの資料が見たい」というリクエストは
多いのです。Handbookにより資料の追加リクエストにすぐ応えられるようになり、会議の資料配布が質・量ともに向上しました。それでいて会議資料
の登録作業など、Handbookの運用管理は3名で行っており、少ない労力で運営できています。

Handbookをご活用いただいている理由をお聞かせください。
データの一括配信に有効です。従来のメール配信ですと、送り先が多数になると不便ですし、修正があれば再送信が必要になります。Handbookなら
サーバー側を更新するだけで済みます。またユーザーごとにアクセスできるコンテンツを制御できるので、例えばこのコンテンツは「役職者のみ閲覧可能
」と設定できるところがセキュリティ対策としていいですね。会議資料が増えてもペーパーレスなので環境にもいいです。あと、あるバージョンからPDFを開
くスピードが格段に上がったのは驚きました。他のアプリより断然早いです。ファイルがすぐ開くのはいいですね。お客様をお待たせすることがありません。

今後の展開についてお聞かせください。
今後は社内での活用以外にも、社外への展開も考えています。弊社の製品を取り扱うお客様でもiPad/Handbook活用したチラシやカタログ配信をご
利用いただけるよう、ご提案していこうと考えています。

経営者からはよく「一次卸として何ができるか考えなさい」と言われています。設備商品の流通とサービスを通じて快適な暮らしを追求することを理念
に掲げつつも、手段は時代の変化に合わせて柔軟に変えていくのが大事です。また弊社の良さはサッカーの日本代表チームのようにチームプレーにあり
ます。社員それぞれの力を強め、より連携ができるようにこれからも技術を活用してきたいと考えています。

動画やチラシなど様々なコンテンツをHandbookで配信している

このカタログに記載された情報は2011年1月現在のものです。内容は予告なしに変更することがあります。Asteria、Handbookはアステリア株式会社の登録商標です。その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。
© 2020 Asteria Corporation

アステリア株式会社
〒140-0014 東京都品川区大井 1-47-1 NTビル10F
Tel : 03-5718-1250   E-Mail ： handbook@asteria.com
WEB : https://handbook.jp/
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Handbook導入事例

会議のペーパーレス化によりコスト削減とセキュリティ強化を実現
プレゼンテーションから学生への説明会へと活用シーンが拡大
医療の現場をタブレットで支えるモバイル情報インフラへ

佐賀県南西部の地域中核病院である嬉野医療センターは、医療の現場を支えるモバイル情報インフラを模索していた。そうし
た中、優れた操作性と情報統制機能を備えるHandbookと出会い、まずは会議のペーパーレス化によりコスト削減とセキュリ
ティ強化を実現し、次第にプレゼンや説明会での活用へとタブレット活用の幅を広げていった。今後は患者への臨床説明など、
さらに医療現場を支える情報インフラとしての活用の幅が広がっていくだろう。

ペーパーレス化によるコスト削減とセキュリティ強化
医療の現場に求められるモバイル情報インフラを目指して

独立行政法人 国立病院機構 嬉野医療センター

独立行政法人 国立病院機構 嬉野医療センター
〒843-0393
佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙2436
地域医療支援病院、がん診療連携拠点病院、 
病院機能評価Ver.6認定病院、赤ちゃんにや
さしい病院、救命救急センターの設置、ヘリ
ポートの建設 、災害拠点病院としての指定な
ど、当地域での医療に広く、深く対応するこ
とが出来る病院として成長している。
http://www.uresino.go.jp/

所 在 地

病 院 概 要

U R L

：

：

：

佐賀県南西部の中核病院 嬉野医療センター 紙資料を使わず、iPadでペーパーレス会議

独立行政法人
国立病院機構
嬉野医療センター
名誉院長
古賀 満明 氏（左）
   こが　  みちあき

独立行政法人
国立病院機構
嬉野医療センター
医療情報管理専門職
浦川 博樹 氏（右）
うらかわ　 ひろき
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あり、会議後の紙資料の管理も情報セキュリ
ティの面からさらに徹底したいと考えていた。
そのニーズにHandbookが合致したのだ。
　「紙の配布では決して実現できない運用が
Handbookでは効率的に実現でき、しかもシ
ンプルな操作性であるところが導入の決め手
になりました。」と古賀氏は語る。

　導入直後には、古賀氏と浦川氏、さらに医
師である前医療情報管理室長 副島氏の3名
で試験運用を兼ねた小規模なペーパーレス会
議を実施し、徐々に活用の場を広げたという。
　
ステップ1：IT会議［1回/月］古賀氏をリーダー
とするIT会議メンバー（医療情報管理室長、
医療情報管理専門職、経営企画室長、診療情
報管理士）
ステップ2：経営会議［1回/週］幹部職員メン
バーにて運用
ステップ3：肝臓カンファレンス［1回/月］医師
グループにて学会発表のプレゼンテーション
で利用

　最近では、職員向けの利用だけではなく、
来客時のプレゼンテーションで活用したり、
就職ガイダンスにおいて学生への説明用に利
用するなど、活用シーンが拡大している。

　独立行政法人 国立病院機構 嬉野医療セ
ンターは、常に先進的な取り組みを行う佐賀
県南西部の急性期型地域中核病院だ。
　同センターのHandbook導入の背景には、
佐賀県の取り組みが見逃せない。
　実は佐賀県では、救急搬送時における受け
入れ病院確保のために「どの病院が受け入れ
可能か」「どの病院に搬送が集中しているか」
といった情報を病院と救急車の救急隊とでリ
アルタイムに共有することができるシステム
が導入されており、全ての救急車に情報閲覧
端末としてiPadが配備されているのだ。
　同センターによるHandbook導入の背景に
こうした情報共有基盤があることは重要なポ
イントだ。こうした有用性の実感の下、iPadを
業務活用できないかと模索していたところ、
Handbookに出会ったのだ。

　「直観的にこれは使える！と思いました。」そ
う語るのは、嬉野医療センター前院長（現名
誉院長）の古賀満明氏だ。同氏は富士通エフ・
オー・エム福岡営業所で開催していた医療関
連セミナーでHandbookのデモンストレー
ションを見て、その優れた操作性にタブレット
活用の可能性を見出したという。
　医療情報管理専門職の浦川博樹氏が注目
したのは情報統制機能だ。Handbookでは会
議資料（PDF）はもちろん、動画や様々なファ
イルなどのデータを一元管理し、必要に応じ
て配信したり一斉削除したりできる。更に閲
覧期限も設定でき、ダウンロードした資料も
期限が過ぎると自動で削除される。
　同センターでは、各種会議において発生す
る印刷作業とそのコストについて課題意識が

　Handbook導入により、セキュリティ強化
や印刷コスト低減が実現された。
　その他に、思わぬ副次効果も得られてい
る。紙資料を使った会議の時は、開始直前ま
で会議資料が提出されなかったり、会議直前
に印刷・配布をしていたため、 開始時間が遅
れるケースもしばしばだった。ところが
Handbookでの運用ではセキュリティの面か
ら、データ管理・配信者を限定したため、会
議前日の16時までにデータ提出というルール
が浸透し、時間厳守されるようになった。もち
ろん、急な資料変更があった場合でも
Handbookでは瞬時に対応できるため、問題
なく運用できているとのことだ。

　今後の取り組みとしては、患者への指導や
説明用としての運用を検討しているほか、附
属看護学校では試験・クイズ、アンケート機
能を用い国家試験の受験対策に利用する計
画もある。医療現場における情報インフラとし
てHandbookの活用シーンが広がることで、
情報共有のスピードと提供情報の分かりやす
さが増加していくだろう。

導入の背景となる
佐賀県の取り組み

会議やプレゼン、
説明会にも

優れた情報統制機能と
シンプルな操作性が決め手

セキュリティ強化と
会議準備の効率化を実現

今後は患者への臨床説明、
看護学校での受験対策に

独立行政法人 国立病院機構 嬉野医療センター

（左）情報を登録・配信する「Handbook Studio」の管理画面。クラウド環境での利用であるため、パソコン
にはブラウザがあればOK。（右）会議資料をダウンロードし、「Handbook」アプリで閲覧。

このカタログに記載された情報は2013年7月現在のものです。内容は予告なしに変更することがあります。Asteria、Handbookはアステリア株式会社の登録商標です。その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。
© 2018 Asteria Corporation
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役場が用意したタブレット端末を各委員へ配布。審査会資料の他、審査会のスケジュールやマニュアルなども登録
して活用している。審査会資料は個人情報を含むため、審査会終了後はHandbookから削除する運用としている。

介護審査会の準備を効率化、認定業務の迅速化を実現
介護・障害の認定審査会の運営を改革し、業務を省力化。印刷費用・人件費を大幅削減

茨城県の最北西端に位置する大子町は人口減少のもたらす諸問題を乗り越え、地元産業の発展と新マーケットの開拓、外国人を含む観光客の呼び
込みを図るなど、「日本一幸せな大子町づくり」を掲げ、町の活性化に取り組んでいる。
同町では、高齢化率の急増が見込まれており、介護給付対象のサービスを提供する体制の確保や地域支援事業を計画的に実行することに努めている。そこ
で、運営に工数がかかっていた介護、障害の2つの認定審査会を効率化するため「Handbook」を導入。資料の事前配布から一連の運営の効率化を実現。

課題・目的
毎週開催の審査会に向けて各委員へ
いち早く資料を届けるために、郵送で
はなく職員が直接自宅へ届ける必要
があった
ルーチンワークを効率化し、業務負荷
の軽減や、申請から認定までの期間
の短縮ができるよう、運営の見直しを
計画していた

選定ポイント
他社製品も含めて比較評価した結果、
管理者画面や閲覧アプリのシンプル
な操作性が決め手となった
メーカー対応の電話サポート、ヘルプ
デスクの設置により、継続的に安定
した運用を見込むことができた

効果
Handbookの活用で、資料を届ける
必要がなくなり、年間200時間の業務
時間を削減。その他の業務に時間を
割り当てることが可能に
運営の効率化と共に、各委員への
タイムリーな事前資料配布を実現し、
認定業務をよりスムーズに実施できる
ようになった

ユーザーのひと言 User Profile
Handbookの導入により、介護、障害の認定審査会の運営は
著しく効率化し、大きな成果を得ています。最大の目的である
各委員への資料共有の迅速化、役場職員の準備業務の大幅
削減を実現しています。空いた時間をその他の業務に割り当て
ることで、町民への対応の幅を広げることにも役立っています。
今後は、議会や庁内会議などでも利用できるよう、インフラ
の整備や端末の準備などの検討も考えています。

所 在 地

概　　要

導入時期

U R L

大子町役場
福祉課　主任　神長　充 氏

かみなが　　  みつる

茨城県大子町

：

：

：

：

〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大字大子866

茨城県の最北西端に位置し、八溝山や男体山など県内有
数の秀峰を擁しており、日本三名瀑の一つ「国名勝　袋田
の滝」や奥久慈を冠した産物・施設による食品・観光、温泉
地などが魅力である。

2018年8月

http://www.town.daigo.ibaraki.jp/

ペーパーレス会議

従来

現在

資料をタイムリーに提供することで準備時間を効率化

毎週行われる会議ごとに資料を直接届けるため時間がかかる

介護認定審査会

Calendar
毎週
会議

役場 認定審査委員
自宅

自宅

会議資料を事前確認

導入事例

J00-0001H-70-01

アステリア株式会社
〒140-0014 東京都品川区大井 1-47-1 NTビル10F
Tel : 03-5718-1250   E-Mail ： handbook@asteria.com
WEB : https://handbook.jp/

このカタログに記載された情報は2019年3月現在のものです。内容は予告なしに変更することがあります。Asteria、Handbookはアステリア株式会社の登録商標です。その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。
© 2019 Asteria Corporation
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資料印刷・差替え作業を撤廃！担当者の生産性を向上
Handbookの活用で、会員事業所や津山地域の情報化促進に貢献

津山商工会議所は、地域の総合経済団体として津山地域の経済活動の発展に尽力している。現在、会員数は2,400事業所を超えており、その活動
は経済分野にとどまらず、広く地方創生のための様々な提言・活動を行っている。
同所では、5～6名規模から60名規模まで多数の会議を運営しており、準備の工数や紙の削減に課題を抱えていた。ペーパーレス会議の実施により
会議運営の生産性が大きく向上した。

課題・目的
会議の出席人数が多く、資料の印刷・
準備や急な差替え対応に半日以上
かかることもあり、大きな負担となっ
ていた
印刷費や用紙代など、コストカットの
必要性を強く感じており、取組みの方
法を模索していた

選定ポイント
役員の所属企業での利用実績があ
り、有用性を実感、推薦いただいた
ことが決め手となった
会議参加者が所有する端末で会議
を行うため、マルチOSで利用可能
であることやセキュリティが担保さ
れていることが評価された

効果
資料の印刷や差替え作業が不要と
なり、準備工数や作業時間を大幅に
削減。準備担当者の生産性が向上
紙の資料を廃止し、大幅なコストカット
を実現。また、発表内容に動画を活
用するなど、多彩な資料作りが可能
となり、参加者の理解度が向上した

ユーザーのひと言 User Profile
役員からの「ペーパーレス推進」の提言をきっかけに
導入を進め、大きな成果を得ています。議員の多くは
所外におり、年齢層も幅広いのですが、操作が簡単
で、マルチOSで利用できる点から、スムーズに運用で
きました。今後は、アンケート機能を活用した出欠確
認や投票、来訪者への資料提示など、活用の場を広
げると共に、会員事業所はもちろん、地域全体の情報
化の促進につなげたいと考えています。

津山商工会議所
情報化推進プロジェクトメンバー

津山商工会議所

従来

現在

資料の準備時間が削減され会議運営が効率化

会議準備に時間がかかる。差し替えの作業が負担。

動画で
理解度UP一括

登録
差し替えも
スムーズ

経営
支援課

総務
管理課

地域
振興課

会議

所 在 地

会社概要

導入時期

U R L

：

：

：

：

〒708-8516 岡山県津山市山下30-9

古くから美作地方の政治・経済・文化の中心であ
り、出雲街道、吉井川水運などによる交通の拠点
として栄える津山市に、昭和5年4月8日に発足。
現在、会員数は2,400事業所を超え、広く地方
創生のための提言・活動を行っている。

2018年8月

http://www.tsuyama-cci.or.jp/

会議ごとにブックを分け、閲覧権限設定により開示する資料を管理している。会議資料は過去の
データも保存し、参加者がいつでも好きなタイミングで振り返ることができるようになっている。

導入事例

J00-0001H-66-01

アステリア株式会社
〒140-0014 東京都品川区大井 1-47-1 NTビル10F
Tel : 03-5718-1250   E-Mail ： handbook@asteria.com
WEB : https://handbook.jp/

このカタログに記載された情報は2018年11月現在のものです。内容は予告なしに変更することがあります。Asteria、Handbookはアステリア株式会社の登録商標です。その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。
© 2019 Asteria Corporation
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このカタログに記載された情報は2020年7月現在のものです。内容は予告なしに変更することがあります。
Asteria、Handbookはアステリア株式会社の登録商標です。その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。
© 2020 Asteria Corporation

アステリア株式会社
〒140-0014 東京都品川区大井 1-47-1 NTビル10F
Tel : 03-5718-1250   E-Mail ： handbook@asteria.com
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