
「たった３分でここまでできる“次世代の超
高速アプリ開発”」

〜 Ｍａｇｉｃの概要と開発事例 〜
Magic Software Japan, K.K.



Regional Sales Office

Global R&D Center

North 
America 

Europe & UK 

Israel 

India 

South Africa 

Japan 

� Asseco Groupメンバーメンバーメンバーメンバー

� NASDAQ: MGIC (1991)

� グローバルグローバルグローバルグローバル展開展開展開展開: 50ヶヶヶヶ国以上国以上国以上国以上

� 14支社支社支社支社

Magic Software Enterprises



マジックソフトウェア・ジャパンマジックソフトウェア・ジャパンマジックソフトウェア・ジャパンマジックソフトウェア・ジャパン(MSJ)

• 1998年資本金１億円（100％MSE株式保有）

• 1999年営業開始

• 所在地：渋谷区代々木3-25-3あいおい損保新宿ビル14階

• MSE内シェア約20%

• チャネルと顧客

– パートナー800社

– ユーザー30,000社

– 累計販売クライアント数70万クライアント

• 国内営業拠点：8拠点

札幌、仙台、東京、信越、名古屋、大阪、広島、福岡

• 営業品目

– 開発生産性No1を誇る開発ツールMagic xpa (旧旧旧旧dbMAGIC)の販

売・サポート、及びMagicアプリケーションによる SI・コンサル

テーション

– システム統合EAIツールMagic Xpi (旧旧旧旧jBOLT)

jBOLT2.5 として2005年7月1日出荷開始）

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★
★★★★

★★★★

★★★★

★★★★



エンタープライズモビリティをエンタープライズモビリティをエンタープライズモビリティをエンタープライズモビリティを実現実現実現実現するプロダクトするプロダクトするプロダクトするプロダクト

Magic xpi
システム連携ソリューション

Magic xpa
アプリケーション開発・実⾏

プラットフォーム
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モバイル開発の市場
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開発ツール

文書管理

マルウェア対策

モバイルデバイス管理

エンタープライズ・モバイルエンタープライズ・モバイルエンタープライズ・モバイルエンタープライズ・モバイル管理市場規模推移管理市場規模推移管理市場規模推移管理市場規模推移およびおよびおよびおよび予測予測予測予測 （（（（2011201120112011～～～～2016201620162016年度年度年度年度・・・・出荷金額）出荷金額）出荷金額）出荷金額）

（株式会社アイ・ティ・アール Enterprise Mobile Manegement 2012） ※市場規模（単位：百万円）

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 CAGP(2011-2016)

モバイルデバイス管理 300 690 1,900 3,400 4,200 4,800 5,300 50.30%

マルウェア対策 3 20 60 120 180 220 240 64.40%

文書管理 32 320 640 1,000 1,300 1,500 1,700 39.70%

開発ツール開発ツール開発ツール開発ツール 10101010 30303030 140140140140 240240240240 320320320320 360360360360 400400400400 67.90%67.90%67.90%67.90%



課題は？課題は？課題は？課題は？ Forrester Researchi 主席アナリスト主席アナリスト主席アナリスト主席アナリスト

アプリケーションの観点 異なる言語の習得

デバイスの観点 BYOD
セキュリティの観点 層別管理が必要

ライフサイクルの観点

アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション Java EE .NET PbjectiveC,Java,NTML5

デバイス 会社貸与 個人共有

セキュリティ ロックする レイヤー管理

ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクル 3～～～～4年年年年 12～～～～18ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月



モバイル・ユーザニーズモバイル・ユーザニーズモバイル・ユーザニーズモバイル・ユーザニーズ

A 社

iPad miniでエリアマネージャが店舗の陳列を撮影、本社

へ報告 Objective-Cで外注

端末をiPhoneへ変更、アプリの作り直しが生じ、今後のコ

ストの課題がある。

B 社

現状PCで店舗端末を準備

他店舗在庫照会及び店舗別実績を把握したい。

コストの関係で、後々は自社開発

C 社

かさむシステム開発費をPC及びiOS,Androidで統一した

開発環境を要望



構築ソフトウェア例



デモ



開発環境の市場



いくつかの開発言語・環境を使い分けますか？

Objective-C

COBOL

RPGRPGRPGRPG

Visual Basic

HTML5

Apex, Visualforce

XAML



BRMSBRMSBRMSBRMSとアプリケーションのとアプリケーションのとアプリケーションのとアプリケーションの関係関係関係関係

• オール・イン・ワン型 ビジネスルール特化型



モバイルアプリケーション開発アーキテクチャーモバイルアプリケーション開発アーキテクチャーモバイルアプリケーション開発アーキテクチャーモバイルアプリケーション開発アーキテクチャー

ネイティブネイティブネイティブネイティブ WebWebWebWebアプリアプリアプリアプリ ハイブリッドアプリハイブリッドアプリハイブリッドアプリハイブリッドアプリ 軽量言語（軽量言語（軽量言語（軽量言語（LL)LL)LL)LL)

アプリアプリアプリアプリ

MagicMagicMagicMagic xpaxpaxpaxpa

RIARIARIARIA モバイルモバイルモバイルモバイル

アプリアプリアプリアプリ

内部構造内部構造内部構造内部構造

開発容易性開発容易性開発容易性開発容易性
×××× ◎◎◎◎ ◎◎◎◎ ○○○○

マルチデバイスマルチデバイスマルチデバイスマルチデバイス
×××× ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○

デバイスデバイスデバイスデバイス

アクセスアクセスアクセスアクセス

◎◎◎◎ △△△△ ○○○○ ◎◎◎◎

パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス ◎◎◎◎ △△△△ △△△△ ○○○○

ｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄOSOSOSOS ｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄOSOSOSOS ｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄOSOSOSOS ｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄOSOSOSOS

ブラウザブラウザブラウザブラウザ

ブラウザーコンポーブラウザーコンポーブラウザーコンポーブラウザーコンポー

ネント（ネント（ネント（ネント（WebView））））

WebWebWebWebアプリアプリアプリアプリ

HTML CSS

JavaScripts

軽量言語アプリ軽量言語アプリ軽量言語アプリ軽量言語アプリ
ハイブレッドアプリハイブレッドアプリハイブレッドアプリハイブレッドアプリ

HTML CSS

LL（JavaScripts他）

軽量言語軽量言語軽量言語軽量言語

LLLLLLLLのインタプリタのインタプリタのインタプリタのインタプリタ

他他他他

ネイティブネイティブネイティブネイティブ

アプリアプリアプリアプリ

Objective-c

Javaで開発



モバイルアプリケーション開発アーキテクチャーモバイルアプリケーション開発アーキテクチャーモバイルアプリケーション開発アーキテクチャーモバイルアプリケーション開発アーキテクチャー

ネイティブネイティブネイティブネイティブ WebWebWebWebアプリアプリアプリアプリ ハイブリッドアプリハイブリッドアプリハイブリッドアプリハイブリッドアプリ 軽量言語（軽量言語（軽量言語（軽量言語（LL)LL)LL)LL)

アプリアプリアプリアプリ

MagicMagicMagicMagic xpaxpaxpaxpa

RIARIARIARIA モバイルモバイルモバイルモバイル

アプリアプリアプリアプリ

内部構造内部構造内部構造内部構造

開発容易性開発容易性開発容易性開発容易性
×××× ◎◎◎◎ ◎◎◎◎ ○○○○ ◎◎◎◎

マルチデバイスマルチデバイスマルチデバイスマルチデバイス
×××× ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ ○○○○

デバイスデバイスデバイスデバイス

アクセスアクセスアクセスアクセス

◎◎◎◎ △△△△ ○○○○ ◎◎◎◎ ◎◎◎◎

パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス ◎◎◎◎ △△△△ △△△△ ○○○○ ○○○○

クライアント・クライアント・クライアント・クライアント・

サーバ一元開発サーバ一元開発サーバ一元開発サーバ一元開発

－－－－ －－－－ －－－－ －－－－ ◎◎◎◎

ｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄOSOSOSOS ｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄOSOSOSOS ｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄOSOSOSOS ｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄOSOSOSOS

ブラウザブラウザブラウザブラウザ

ブラウザーコンポーブラウザーコンポーブラウザーコンポーブラウザーコンポー

ネント（ネント（ネント（ネント（WebView））））

WebWebWebWebアプリアプリアプリアプリ

HTML CSS

JavaScripts

軽量言語アプリ軽量言語アプリ軽量言語アプリ軽量言語アプリ
ハイブレッドアプリハイブレッドアプリハイブレッドアプリハイブレッドアプリ

HTML CSS

LL（JavaScripts他）

軽量言語軽量言語軽量言語軽量言語

LLLLLLLLのインタプリタのインタプリタのインタプリタのインタプリタ

他他他他

ネイティブネイティブネイティブネイティブ

アプリアプリアプリアプリ

Objective-c

Javaで開発

ｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄｸﾗｲｱﾝﾄOSOSOSOS

MagicMagicMagicMagic xpaxpaxpaxpa

エンジンエンジンエンジンエンジン

（（（（ObjectiveObjectiveObjectiveObjective----cccc

,Java,Java,Java,Java））））

MagicMagicMagicMagicアプリアプリアプリアプリ

（メタデータ）（メタデータ）（メタデータ）（メタデータ）

Magic Magic Magic Magic xpaxpaxpaxpa

RIA ServerRIA ServerRIA ServerRIA Server

MagicMagicMagicMagicアプリアプリアプリアプリ

クライアント＆サーバクライアント＆サーバクライアント＆サーバクライアント＆サーバ

の一元開発が可能の一元開発が可能の一元開発が可能の一元開発が可能



Magic xpa Application 
Platformとは



Magic xpa Application Platformとは
３０年の実績が示す、高生産性と高保守性を誇る、
ビジネスアプリケーション用の開発・実⾏プラットフォーム

メタデータ指向の開発アプローチは、一つの開発手法で様々
な実装形態をサポート



OSネイティブ

アプリ

ユーザプログラムユーザプログラムユーザプログラムユーザプログラム （（（（XML））））

ユーザプログラムユーザプログラムユーザプログラムユーザプログラム （（（（XML））））

画

面

D
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S

ロ
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ク

サーバ

エンジン

プログラ

ムを自動

配信



Magic xpa Magic xpa Magic xpa Magic xpa エンジンエンジンエンジンエンジン

メタデータ指向のプリ・コンパイルされたエンジン

低レベル・機械的コーディング作業を排除

新しいテクノロジーに対応

マルチプラットフォーム

資産継承(上互換性）

マルチリンガル



アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション資産資産資産資産のののの継承継承継承継承とととと有効有効有効有効活用活用活用活用アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション資産資産資産資産のののの継承継承継承継承とととと有効有効有効有効活用活用活用活用

Magic

OS

1990～1998

WindowsDOS

MS-SQL Server ／／／／ ORACLE

Pervasive

DB2/400

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

OS400

HTTP / HTTPS

XML対応対応対応対応

SOAP  （WEBサービス）

Windows Server

J2EE／／／／.NET

2006 2007 2008 2009

Enterprise RIA

Unicode

SOA対応

SaaS対応対応対応対応(PaaS)

V9 PlusV9V8V5~7V4

XMLフルサポートフルサポートフルサポートフルサポート

V10 uniPaaS

2010

Mobile RIAMobile RIA

DB

ﾌﾟﾛﾄｺﾙ

iOS、、、、Android

2012

★★★★日本の日本の日本の日本のR&DR&DR&DR&Dチームがソースコードを共有チームがソースコードを共有チームがソースコードを共有チームがソースコードを共有

日本日本日本日本を含むを含むを含むを含む2222バイト圏ローカライズとスピーディな対応バイト圏ローカライズとスピーディな対応バイト圏ローカライズとスピーディな対応バイト圏ローカライズとスピーディな対応

xpa



高高高高いいいい生産性生産性生産性生産性とメンテナンスとメンテナンスとメンテナンスとメンテナンス性性性性

人

件

費

経

費

開発

テスト

デバッグ

学習

経費

<Magicの場合>

<.NETの場合>

開発

テスト

デバッグ

学習

経費

開発

テスト

デバッグ

学習

経費

<Javaの場合>



強力強力強力強力なリポジトリのなリポジトリのなリポジトリのなリポジトリの継承機能継承機能継承機能継承機能
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モデル・リポジトリモデル・リポジトリモデル・リポジトリモデル・リポジトリモデル・リポジトリモデル・リポジトリモデル・リポジトリモデル・リポジトリ

データ・リポジトリデータ・リポジトリデータ・リポジトリデータ・リポジトリデータ・リポジトリデータ・リポジトリデータ・リポジトリデータ・リポジトリ

プログラム・リポジトリプログラム・リポジトリプログラム・リポジトリプログラム・リポジトリプログラム・リポジトリプログラム・リポジトリプログラム・リポジトリプログラム・リポジトリ

商品商品商品商品コードコードコードコード

商品商品商品商品

マスタマスタマスタマスタ

顧客顧客顧客顧客

マスタマスタマスタマスタ

受注受注受注受注

ヘッダヘッダヘッダヘッダ

受注受注受注受注

明細明細明細明細

顧客顧客顧客顧客マスタマスタマスタマスタ

メンテメンテメンテメンテ

商品商品商品商品マスタマスタマスタマスタ

メンテメンテメンテメンテ

受注受注受注受注

エントリエントリエントリエントリ

リポジトリリポジトリリポジトリリポジトリ

・・・・・

・・・

・・・・・

モデル変更前に

テーブルやプロ

グラムの継承先

をチェック可能

テーブル変更前

にプログラムの

継承先をチェック

可能

各リポジトリを変

更すると継承先

も自動的に変更

される

リポジトリの継承機能は、モデルリポジトリの変更内容をデータリポジトリ、リポジトリの継承機能は、モデルリポジトリの変更内容をデータリポジトリ、リポジトリの継承機能は、モデルリポジトリの変更内容をデータリポジトリ、リポジトリの継承機能は、モデルリポジトリの変更内容をデータリポジトリ、

データの変換、プログラムリポジトリにも自動的に変更されます。データの変換、プログラムリポジトリにも自動的に変更されます。データの変換、プログラムリポジトリにも自動的に変更されます。データの変換、プログラムリポジトリにも自動的に変更されます。

リポジトリの継承機能は、モデルリポジトリの変更内容をデータリポジトリ、リポジトリの継承機能は、モデルリポジトリの変更内容をデータリポジトリ、リポジトリの継承機能は、モデルリポジトリの変更内容をデータリポジトリ、リポジトリの継承機能は、モデルリポジトリの変更内容をデータリポジトリ、

データの変換、プログラムリポジトリにも自動的に変更されます。データの変換、プログラムリポジトリにも自動的に変更されます。データの変換、プログラムリポジトリにも自動的に変更されます。データの変換、プログラムリポジトリにも自動的に変更されます。

顧客顧客顧客顧客コードコードコードコード



10個のコマンド設定のみ



製品構成と配信の仕組み

データベースデータベースデータベースデータベース

画面画面画面画面

ロジックロジックロジックロジック

Magic xpa Studio

OS
DB

・・・・SQL Server

・・・・Oracle

・・・・DB2/400

OS

Magic xpa Engine

生成生成生成生成

開発環境 実行環境

XML構造構造構造構造のののの

アプリケーション・プログラムデータアプリケーション・プログラムデータアプリケーション・プログラムデータアプリケーション・プログラムデータ



モバイルアプリケーション作成イメージ

モバイルアプリケーション開発イメージ



国内国内国内国内のののの主要主要主要主要ユーザユーザユーザユーザ



[[[[ごごごご参考参考参考参考]Magic xpa]Magic xpa]Magic xpa]Magic xpaのののの事例事例事例事例



沖電気工業株式会社様沖電気工業株式会社様沖電気工業株式会社様沖電気工業株式会社様

非常非常非常非常にににに短期間短期間短期間短期間なプロジェクトなプロジェクトなプロジェクトなプロジェクト

PGレベルでレベルでレベルでレベルで4ヶヶヶヶ月月月月でででで完成完成完成完成

100名体制名体制名体制名体制（開発、（開発、（開発、（開発、テストテストテストテスト、、、、デバックデバックデバックデバック））））

非常非常非常非常にににに短期間短期間短期間短期間なプロジェクトなプロジェクトなプロジェクトなプロジェクト

PGレベルでレベルでレベルでレベルで4ヶヶヶヶ月月月月でででで完成完成完成完成

100名体制名体制名体制名体制（開発、（開発、（開発、（開発、テストテストテストテスト、、、、デバックデバックデバックデバック））））



国家公務員、独立行政法人職員国家公務員、独立行政法人職員国家公務員、独立行政法人職員国家公務員、独立行政法人職員などのなどのなどのなどの管理業務管理業務管理業務管理業務のののの効効効効

率化率化率化率化をサポートするをサポートするをサポートするをサポートする人事人事人事人事・・・・給与給与給与給与・・・・共済共済共済共済システムシステムシステムシステム

DBサーバサーバサーバサーバ（（（（Oracle10g））））

コアスイッチコアスイッチコアスイッチコアスイッチ

（負荷分散）（負荷分散）（負荷分散）（負荷分散）

業務端末業務端末業務端末業務端末

MagicRichCleienMagicRichCleienMagicRichCleienMagicRichCleien

tttt

対象人数：対象人数：対象人数：対象人数：

約約約約50505050,,,,000000000000人人人人

バッチバッチバッチバッチ////帳票処理帳票処理帳票処理帳票処理サーバサーバサーバサーバ（ＭａｇｉｃＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅＳｅｒｖｅｒ（ＭａｇｉｃＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅＳｅｒｖｅｒ（ＭａｇｉｃＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅＳｅｒｖｅｒ（ＭａｇｉｃＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅＳｅｒｖｅｒVVVV10101010））））

ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂ////ＡＰＡＰＡＰＡＰサーバサーバサーバサーバ（ＭａｇｉｃＲｉｃｈＣｌｅｉｅｎｔＳｅｒｖｅｒ（ＭａｇｉｃＲｉｃｈＣｌｅｉｅｎｔＳｅｒｖｅｒ（ＭａｇｉｃＲｉｃｈＣｌｅｉｅｎｔＳｅｒｖｅｒ（ＭａｇｉｃＲｉｃｈＣｌｅｉｅｎｔＳｅｒｖｅｒVVVV10101010））））

ロードバラン

サーを用いた

負荷分散処理

Ｏｒａｃｌｅ１０ｇ

のクラスター

構成

外部施設をイ

ントラネットで

接続

財

務

会

計

社内関連業務シ

ステムとのデータ

授受

銀銀銀銀

行行行行

ＦＢでの給与

振込データ

◆リッチクライアント技術を用いた、Ｗｅｂ方式（センター集中管理）

◆ロードバランサによる負荷分散処理による大規模ユーザへの対応可能な柔軟性

◆各種関連システム（財務会計、ファームバンキング等）とのデータ連携

IntraIntraIntraIntra----NetNetNetNet



開発本部）技術支援部開発本部）技術支援部開発本部）技術支援部開発本部）技術支援部

約約約約50名名名名

富士通富士通富士通富士通テンテンテンテン株式会社様株式会社様株式会社様株式会社様

富士通富士通富士通富士通テンテンテンテン情報情報情報情報システムシステムシステムシステム（株）（株）（株）（株）

ネットワーク

メインフレーム オープン PC(Magic)

人事 経理 生産 購買 営業 物流 製造

経営企画

約約約約100名名名名

PC(Magic)

図面 環境 品質 調達 設変 受注 原価

商品企画

MagicMagicMagicMagic開発者：開発者：開発者：開発者：全世界全世界全世界全世界でででで50505050名名名名 MagicMagicMagicMagicﾕｰｻﾞﾕｰｻﾞﾕｰｻﾞﾕｰｻﾞ：：：：3000300030003000名名名名

フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン

中国中国中国中国

アメリカアメリカアメリカアメリカ

タイタイタイタイ

自社開発自社開発自社開発自社開発PDMシステムシステムシステムシステム

「「「「APROS（（（（Adovanced Product Data Management System）」）」）」）」



アルミサッシアルミサッシアルミサッシアルミサッシ、建材、住宅設備機器、建材、住宅設備機器、建材、住宅設備機器、建材、住宅設備機器のののの某大手製造某大手製造某大手製造某大手製造メーカーメーカーメーカーメーカー

システム概要

全国に、累計約10,000クライアントを導入

初期導入より既に10年以上経過

Web、C/Sシステム混在運用

特徴

生産管理系

日本全国47箇所の工場で運用中、PDAやタッチパネル

利用の検品、資材調達、加工処理、物流システム

販売系

階段見積、ｱﾙﾐｻｯｼ見積、WEB受注システム

販売代理店向けの販売管理システム



株式会社タダノシステムズ
COBOLややややVBのののの６６６６倍倍倍倍のののの生産性評価生産性評価生産性評価生産性評価

• 油圧式クレーンやトラッククレーンなどのトップメー
カーである「株式会社タダノ」の情報システム部門が分
離・独⽴して発足

• 親会社タダノの生産管理システム改築に伴う、15社の購
買先外部ユーザ企業の生産管理システムの変更・修正 を
実施。
• 12社がMagic ベース
• 3社がCOBOLベース（他社市販パッケージを含む）

• 12社のシステムを一挙に改修
「開発生産性はCOBOLやVBの6倍」と評価

33



株式会社タダノシステムズ
COBOLややややVBのののの６６６６倍倍倍倍のののの生産性評価生産性評価生産性評価生産性評価

34

• タダノシステムズ様が試算した、各種言語・開発
ツールの掛った工数
• Magicを1とすると、
• COBOLやVBの他社製パッケージは4
• 個別作成システムは6 

• サービスイン前の数カ月は、
• 3社のCOBOLプログラムの改修に2名の担当者が

張り付きになった
• Magicベースのプログラムの方は、3名で12社の

システムを改築。

• COBOLベースのシステムは改修に平均3〜4カ月か
かったのに対し、Magicは平均1カ月で終了。



高俊高俊高俊高俊興業株式会社興業株式会社興業株式会社興業株式会社

• 課題課題課題課題

– 産業産業産業産業廃棄物処理事廃棄物処理事廃棄物処理事廃棄物処理事業者業者業者業者でででで、破棄、破棄、破棄、破棄

するためにするためにするためにするために必要必要必要必要ななななマニュフェスマニュフェスマニュフェスマニュフェス

トトトト伝票伝票伝票伝票がががが大量大量大量大量でででで入力入力入力入力がががが2222日日日日かかかかかかかか

りりりり、請求書発行、請求書発行、請求書発行、請求書発行まではまではまではまでは一週間一週間一週間一週間かかかか

かっていたかっていたかっていたかっていた。。。。

• Magic Mobile RIA導入後導入後導入後導入後

– 150人人人人のドライバーがそののドライバーがそののドライバーがそののドライバーがその場場場場でモでモでモでモ

バイルバイルバイルバイル端末端末端末端末からからからから伝票伝票伝票伝票をををを入力、入力、入力、入力、そそそそ

のののの日日日日のうちにのうちにのうちにのうちに伝票入力伝票入力伝票入力伝票入力がががが完了完了完了完了

– ドライバーへのドライバーへのドライバーへのドライバーへの行動指示行動指示行動指示行動指示もモバイもモバイもモバイもモバイ

ルルルル端末端末端末端末へへへへ詳細地図詳細地図詳細地図詳細地図やややや関連情報関連情報関連情報関連情報をををを

送信送信送信送信することですることですることですることで、業務、業務、業務、業務のののの時間短縮時間短縮時間短縮時間短縮

とととと、効率、効率、効率、効率アップにアップにアップにアップに貢献貢献貢献貢献



株式会社サンコー 作業実績管理システム

• ガス栓、フレキ管用継手、強化ガス

ホース用金具の製造および販売

• 本社：埼玉県川口市

• 工場：新潟県上越市

• 新潟工場の生産管理システム全体を

Magicで開発

• 開発会社：株式会社芝通アドバンス
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作業実績管理システム

• 製造指示・製造履歴・作業管理票といった

紙ベースの作業実績管理業務をAndroid
タブレット（Nexus7）でシステム化

• お客様（プロジェクトチーム）と一緒に検証

し要望を取り込みながらプロトタイプをベー

スに2週間週間週間週間サイクルのスパイラルサイクルのスパイラルサイクルのスパイラルサイクルのスパイラル開発開発開発開発
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仕様書仕様書仕様書仕様書なしでプロジェクト・スタートなしでプロジェクト・スタートなしでプロジェクト・スタートなしでプロジェクト・スタート

開発開発開発開発

評価評価評価評価

検証検証検証検証

修正修正修正修正

プロトプロトプロトプロト

タイプタイプタイプタイプ



保険営業支援システム

• 保険営業支援システム『カスタマービジョンサポート（ＣＶＳ）』
• エフピーステージ株式会社が提供する保険営業のためのクラウド型コ

ミュニケーションツール（開発会社：ダイレクトコンサルティング株式会社）
• 顧客管理機能「ビジョンカルテ」
• コミュニケーション機能「メール配信」
• ⽂書管理（全⽂検索）機能「Smart DocFinder」
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仕様書仕様書仕様書仕様書なしでプロジェクト・スタートなしでプロジェクト・スタートなしでプロジェクト・スタートなしでプロジェクト・スタート

PC-RIA版⇒モバイルRIA版を短期開発



カスタマービジョンサポート - モバイル版
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モバイルならではのモバイルならではのモバイルならではのモバイルならではの地図連携機能「地図連携機能「地図連携機能「地図連携機能「付近検索」付近検索」付近検索」付近検索」

MSJ提供提供提供提供のサンプルプログラムをのサンプルプログラムをのサンプルプログラムをのサンプルプログラムを活用活用活用活用してしてしてして短期開発短期開発短期開発短期開発




