Prologue【システム構築コンペに挑戦！】

その後、パワーエッグは
十分、業務のお役に
立っていますか？

御社のセミナーに参加した
ことですよ。あれは確か
東京ドームホテルの…

そうでしたよね。あの時は、
そうか、森クンはまだ
担当じゃなかったんだ
おかげさまでパワーエッグも
成長しまして、今度、
バージョンアップして
パワーエッグ ・ になるん
ですよ。改めてご説明に
お伺いいたします

よろしければまた、
セミナーも開催しますので…
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それはもう、文句なし。
朝出社すると、まず最初に
パワーエッグを起ち上げないと
何も始まらない、という状態に
なってますからね…

ところで、私も
ここ 年近く担当させて
いただいていますけど…

御社がパワーエッグを採用
された頃は別のお客様を
担当していたものですから、
導入のいきさつについては
あまり詳しく存じていないんです。
きっかけは何だったのですか？
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バイタル研究社

いつもありがとう
ございます

いやいや、
こちらこそお世話に
なってます

ああ、そうですか、
それはちょうどいいなぁ

実はいま、経費精算などの
ワークフロー機能を強化
したいと思っていましてね。
ちょうどウチの方でも
バージョンアップを
検討していたんですよ
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おぉ、正田さん、元気？
いやぁ、おかげでウチの社の
情報化もずいぶん進んでね ぇ

ありがとうございます。
そうおっしゃっていただ
けると嬉しいです
ところでこのところ、
内部統制というのが時代 の
要請になっているだろう

—

実はいま、それに合わせて
業務全般の見直しを計画し て
いてね。ワークフローの強化
など、情報システムを再構築
する必要があるなぁと考え て
いるところなんだ

翌日

そのようですね。いま、
ちょうど大橋課長からお話し
をお伺いしていたんです

ところで、それ…

ウチにやらせて
もらえませんか

ん？ なに、
おたくはそういうことも
できるの？ パワーエッグ
だけじゃなくて？

はい、弊社がトータルソリュー
ションを提案できる会社である
ことをお伝えしたいんです ！

われわれ情報ソリューション
事業部は、ソリューション営業部
とソリューションシステム部から
なっており、情報部門の支援部門
としてソリューション企画部が
あります

案件ごとに営業とSEが
一体となり、コンサルティング
から設計、開発、導入までを
スピーディかつ効率的に
推進できます

ええ、もちろん ！ パワーエッグ
の納入も行っていますけど、
システムインテグレーションから
アウトソーシングまでトータルに
展開しているんですよ ！

つまり営業とSEが
一体となってですね…
あ、ゴメンゴメン。これから
ちょっと会合があって出かける
ところでね。続きは大橋課長に
お願いするよ。じゃ ！

こちらが手がけさせて
いただいた案件の事例集です。
御社同様、パワーエッグの
ご利用をきっかけにシステムの
再構築をお手伝いした例も
たくさんあります

それから、フィールドサポート
事業部との連携も緊密ですから、
運用時のサポート体制も万全です
昨日、あの後、大橋課長さんから
お話をお聞きして、
それで参考になればと思い、
弊社の
『仕事定義書』
を
お持ちしました

ほう、仕事定義書ですか？

いやぁ、相変わらずエネルギッシュ
に動かれてますね

いやいや
ホント、
おかげさま
で…
で、いまのお話ですけど…

システム再構築の
コンペの件ね

あ、コンペ
なんですか？

では、ぜひわれわれ
も参加させて
もらえませんか？

では、三谷産業さんにもコンペ
に参加していただきましょう

どんな案件でも、このような
シートを作成して仕事の流れを
１ステップずつ着実に、
関係部署間で確認しながら
開発を進めて行くんです
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すいません社長、
お忙しいところ。できるだけ
お時間をとらないよう
ご説明いたしますので

いやぁ、
気にしないで
くださいよ。
それで…

ありがとう
ございます！
頑張ります!!

!?

では、キックオフ
ミーティングを
始めます

コンペに勝つための
チームです。バイタル・シス
テム・プロジェクト、略して
ＶＳＰと呼ぶことにします

っ

それから、大星クンを
加えた。若手の成長株だ。
実はちょうど、出版社の
プロジェクトが終わった
ところなんだ

大星です。
よろしくお願いします
バイタル研究社は出版
部門のウェイトが大きいの
で、経験が活かせますね

大星さんがいると
心強いし…

先週、新入社員がベトナム
研修に出発したけど、
大星クンって、ベトナム研修
の 期生だったよね

ＶＳＰですね。高級なブランデー
みたいだな、いいんじゃない。
うちのメンバーは、まず、ソリュー
ション営業部から打診された、
平目木クンと皆戸クン

平目木
です

皆戸です

ー

遅くなりました

おおっと、ぎりぎり
セーフ。待ってたよーっ。
お疲れさん。わざわざ
大変だったね
じゃ改めて、みんなで
ＶＳＰを成功させましょう。
カンパ〜イ！

実はもう１人、金沢から
尾浜クンも呼んでいる。彼女、
金沢本社の所属だけど、中小企業
診断士の資格を持ってるだろ。
このコンペに勝つためにはどうしても、
ということでお願いした

本人もやる気
十分で、
こんな写メが
届いたよ

このミーティングに参加する
って言ってましたけど…

急な会議で夕方の飛行機に
変更したそうですよ。
夜の部には駆けつけるって、
張り切ってました

詳しいこと、あんまり聞いたこと
なかったな。
どんな感じだったの？

そうですね、いまは ヵ月間
ですけど、当時は ヵ月間の
研修でしてねー
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それと、協調性を身につけるのが
もう１つの目的なんだと、行く前に
言われました。参加する新入社員同士、
それに、現地のベトナム人社員
との協調性ですね

ホーチミンにあるＡＩＴ社で、
基礎技術としてプログラミング
をみっちり学びました
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三谷産業東京本社

今回は、バイタル研究社様の
情報システム再構築の
コンペの件で、皆さんに
集まってもらいました

それでは、ＶＳＰの勝利を祈って、
カンパ…

すいませ〜ん

はい
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Chapter.1【情報事業部門の総力が集結！】

で、ベトナムの皆さんは
どうでした？
すごく真面目で、
コツコツじっくり
取り組むのには
感心しましたね。
勤勉で、努力型
なんでしょうね

三谷産業がベ ト ナ ム に
子会社を作っ た の は 、
ベトナムの人 々 の 国 民 性
や宗教観が日 本 人 に と て
も近かったか ら な ん だ

—

コミュニ
ケーションが
スムーズに
取れるので、
ストレス
なく協力
できると
思いますよ

翌日

ベトナムの研修では、
パワーエッグと基幹システムの
連携のためのプログラミングを
やったんですよ、実際の案件を
持って行って…

で、チームを組んでやってたら、
予定よりもちょっと早く
仕上がってしまいましたからね ！

宿舎なんかはどうするの？

長期滞在用のホテルを
利用します。セキュリティの
しっかりした所だから、
安心ですよ

バイタル研究社様にとって
本当に役立つシステム作り
を提案するため、提案事項を
次の 点に絞ります

つめは、現状分析。
先方でのヒアリングで
課題の洗い出しを行い、
人間系およびシステム系の
対応方針を決定します
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つめは、業務プロセス
設計です
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そうよね、ウチの強みの１つ
だからね、ベトナムにいち早く
子会社を設けて、勤勉で頭の良い
現地社員の集中的な開発によって
開発期間を大幅に短縮できると
いうのは、強力なアピール
ポイントになるわ

皆戸クンは、
私のサポートをよろしく

食べ物はどう？ 口に合った？
私は出張のとき、ローカルな
感じの店であれこれ食べる
のが楽しみなんだけど

僕も好きですねー。
ホーチミンは安くて美味い
ですよ。休みの日は街を
散策して、新しい店を
開拓したりしてました
いいなぁ。…、そうだ、
オフショアのことも
ちゃんと今回の提案書に
盛り込んでおかないと ！

私は中小企業診断士として、
先方から預かっている
資料やデータを基に
経営診断を行い、想定される
成長戦略をまとめてみます

了解 ！

それから、正田部長
には、もう少し先方の
ニーズが具体的になる
ような情報収集を
お願いできますか？

任せてください

あと森さんは、提案書
の中の、三谷産業と
組むメリットを
訴求するページの
まとめをお願い
しますね

はい、皆と
じっくり
取り組みます

私は尾浜さんと
連携しつつ、平目木さんの
力を借りながら、
内部統制の強化を実現する
ための仕事定義書を
作成します

みんな、
ガンバレー

うん、頼むよ

うん、任せとけ。…
すでにヒラメキはあるから
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では、会議を始めます

コンペまでの ヵ 月 間 、
徹底的にお客 様 視 点 で 考 え 、
我が社が考え る 最 適 な
ソリューショ ン を 提 案 し た い
と思います
1

御社の主要ドメインであ る
生命科学分野は、これから
ますます注目度が高まっ て
いくでしょうし、すでに
国からの委託研究での
実績もおありです

しかし一方で競争が
激化していますから、
内部統制の強化は
急務の課題であると
思われます

・ルールに基づいた業務を自然に
実施できるITの仕組みづくり
・誰が、何を、どのタイミングで、どういう
条件の下、どこまでの権限をもって
決裁するかを正確かつタイムリーに
支援する。

①作業・業務の課題
⇨●実務ベースの課題
・二重入力発生

（基幹システムとの未連携、部門固有システムの存在等）

以上を踏まえた上での、弊社からの
ご提案がこの仕事定義書です。
フローと業務記述をまとめたものです
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↓
・作業、業務の無駄を省く

●行動レベルの課題
・従来通りの手順役割分担
・事業範囲の拡大／商品の多様化による業務の複雑化
・紙ベースの情報伝達
↓
・業務全体の流れの全体最適化

まずこちらを
ご覧ください。
事前のヒアリング
から抽出した
課題をまとめた
ものです

例えば…

このたびは、御社情報システム
の再構築に関するプレゼンテー
ションの機会を賜り、
誠にありがとうございます

・不必要に長い承認ルートは不要。
見るべき人に、伝えるべき情報を
スピーディに伝達する。

弊社では案件ごとに
プロジェクトチームを組んで対応
しております。今回も、ソリュー
ション営業部とソリューション
システム部・ソリューション企画
部が連携し、チーム一丸となって
ご提案を作成してまいりました

●内部統制を支援する
ITソリューションのポイント

ではさっそく、ご説明に
移りたいと思います

また、研究活動には
お金がかかるものですが、
経営的には常に現状を
認識しながら、どの研究に
シフトしていくべきかを
的確に判断していく
必要があると思います

そこで、課題解決のため
に必要なポイントを
整理すると、次のように
なります
●経費精算システム導入における
ポイント

Chapter.2【選ばれた『勝利のポイント』】

●システム運用の課題
・運用工数の増加⇨アウトソーシング

②ルール・方針の課題
⇨●ルール・ポリシー自体が決まっていない
・原価管理
・管理ポイントに応じた情報収集と開示
・情報開示スピードの向上
●その点を整理するという根本課題
・実現性、
コストVS効果の検討および方針決定が未実施
（ex.業務プロセス上流での入力、経費精算入力）
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はい、はい

はい、皆様のご都合が
よろしければ、すぐに御礼を
兼ねてお打ち合わせに
伺いたいと思いますが…、
ええ、…

はい、了解いたしました。
では 時に伺わせて
いただきます

次に、研究開発、出版、経理、
人事の４部門にそれぞれ
プロジェクトリーダーと
部門責任者を置きました。
所属と名前で結構です
ので、簡単に自己紹介を
お願いします

よかったです、
おかげさまで
うまく行き
ました

おめでとう、
やったね ！

さっそく社長に
報告上げておくよ

ボクが報告
しておきま〜す

それでは、初日からさっそく
で恐縮ですが、ステップ
としてお願いしたいことを
申し上げます

各部門で、現在のシステムで
生じている不都合な点を
ピックアップしていただき
たいと思います。
そうですねぇ、 週間ぐらい
を目安にまとめていただける
とありがたいのですが…

1
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みんな、本当に
ありがとう

不明点などは私のところに
問い合わせてください。
では、本日は以上で終了いたし
ます。お疲れさまでした

なので、よろしく
頼みますよ

最初なので、勝手がわかり
にくいとは思うが、趣旨は
大橋課長からお伝えしてある
通り、会社にとって非常に
重要なプロジェクトです

はい、
わかりま
した

しかし、本当に大変なのは
これからだぞ。ま、どんな
コンペでも言えることだが…、
とにかく気を抜かずに
取り組んで行こう

大橋課長のお話だと、
勝因は、システム構築の
実績が豊富なことと、
使い慣れているパワーエッグ
が活用できるので運用・定着
がスムーズなこと…。
それに、ベトナムでの
集中的な開発で期間短縮が
できることだそうだ
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以上、今回わが社のシステム
再構築をお願いす る こ と に
なった三谷産業の 皆 さ ん を
ご紹介しました

次に、当社側のプロジェクト
チームですが、プロジェクト
オー ナ ー と し て 社 長 が ト ッ プ に
立ちます。そして、梅園常務が
推進リーダーに、私・大橋が
三谷 産 業 さ ん と の
窓口 に な り ま す
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ウチに決定…。
そうですか、
ありがとう
ございます ！

Chapter.3【しかし続く厳しい道のり】

１週間後
—

どうだった？
先方の部門ごとのレポー ト 、
受け取りに行っての感触 は ？

いやぁ、なかなか
厳しいですねぇ

さすがにシステム部門は提 出 し て
くれましたけど、他はほとんど
何も提出がなくて…

○○するのにいちいち
△△△するのが面倒
なんですよね

どういうことなんですかね。
何かしら不都合は感じて
いるはずなんですが…

トップの思いと現場の
感情が一致していない、
っていう典型かもしれないね

よし、そうしよう。
明日からでも始めよう

よし、行こう

いよいよですね。
なんとか皆さんのホンネを
集めたいですね

ああ、そうだな。

弱音を吐か
ないのっ ！
私なんか
週 ペースで
東京出張
なんだから〜

全体像がまったく見えないまま、
毎日、新しいヒアリングをするわけ
だから、こちらもアタマの整理が
つかないですよ

そうですね。
僕もヒアリングシートの
作成、手伝います

ただ、先方の社員の皆さんは
木を見て森を見ずだし、
プロジェクトチーム・ミーティ
ングでさえ業務フローの
変更に否定的な意見が
いまだに出ていたりするね

いろいろと改善ポイントは
出始めているので、私の方で
重みづけと、運用かシステム
のどちらで対応するかの
判断はしてるんだけど…

このままだと停滞しちゃう
んで、高井部長と大星クンで、
各部門を改めてヒアリング
していただけますか？
私、ヒアリングシートを
作りますので

▲▲のファイル、誰でも
見られるようになっていて
便利ではあるんですが、
閲覧制限がないと、いつか
何か事故が起きるんじゃない
かと思うんですよぉ。でも、
上司が取り合ってくれなくて…

ほう…

雨の日も…

風の日も…
これじゃ、新しいルールや
ポリシー作りには進めないです
ね…。うーむ、ヒラメかない…

わっ時間だ ！

とにかく帰りの便の
時間が近づいている
から今日はこれでっ ！
またあさって
来ま〜す。お先っ ！
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それと、♦♦の件はいつも
承認が遅れが ち と い う か 、
いまひとつ誰 が 決 裁 権 を
持っているか わ か り に く い
感じがするな ぁ

ふむ、なるほど…

お疲れさま〜

2

とにかくヒアリング
は終了したな

ご苦労さまでし た
尾浜クンにまとめてもらった
改善ポイントを検討すると、
やはりプレゼンしたユーザーイン
ターフェースにさらに手を加えた
方がいいというのが結論だね

はい

1週間後…

早速、ユーザーインター
フェースの設計に入りますが、
大星クンの方はどう？

ずっと議事録を担当して
きて、どうにか全体像が
見えて来たように思うん
ですよね。バイタル研究社
にとって最適な仕事定義書
を私の方で作ってみます
ようやく一段、上がったか。
でも、まだまだ先は
長いなぁ…

よ〜し、では平目木クン、
皆戸クンと一緒に検討作業に
入ってもらおう。それで
必要な微調整が終わったら、
いよいよ基本設計スタートだ

よろしく頼むよ

とにかくお客様視点で、
スピードと正確さを
心がけながらやって
行きましょう

じゃ、資料探しに
行くので、ちょっと
失礼しまーす

いつも頑張って
らっしゃいますね。
お仕事はＳＥ関係？

それでね、あるシステムをみんなに
使ってもらおうと思うとユーザー
インターフェースが重要で、
そのポイントになるのは…

そうですか、なんか
大変そうですね。
お疲れさま…

うわぁ、今日の
カボチャのサラダも
絶品ですねぇー

そういうこと

なるほど、ＳＥに つの
領域があるという
ことですね

ウチの会社は、そうしたＳＥ
たちが一緒に仕事しているのよ

えっと、そうね。簡単に言えば、
ＳＩは業務からアプローチして
システムを構築していくＳＥ。
ＮＩはシステムのインフラである
ネットワーク等をシステムの目的に
合わせて構成していくＳＥで…

ユーザーインターフェースのことですが…。
よく“ユーザー”とひと括りにしてしまいがち
ですが、実際システムを使って仕事をされる社員の
皆さんが一人ひとり違うように、システムを使い
こなす技量も異なるわけです。使う場所や
タイミング、会社における役割も違うので、
こんな風に使っていただくためには…、
というように現実性の高い仮説を検討することに
なるかと思いますね

そう言えばＳＩとか、ＮＩって
いうのも聞いたことがあります
けど、どう違うんですか？

ええ、そうですね
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仕事定義書ができました。
やっぱり、ヒアリングして
みると、プレゼンしたものと
はかなり変わりましたけど …

うん、よくできてる。これなら
それぞれの部門の仕事を
スムーズにしながら、内部統制
の視点で全体を見渡した時 に も
納得できるものになると思 う わ

屋台フレンチ料理
『メルシー』

2

はい

東京の方はどう ？

その後で
ＡＣＳＤ社や
海外事業部
へも挨拶に
行ったら
どうだ？

さっそく、打ち合わせかい。でも
今日は疲れて る だ ろ う か ら 、
そのくらいで … 。 週 間 い る ん だ か
ら、まずは社内に挨拶して
回ろう。案内するよ
1

ええ、みんな
元気です

さて、ほぼ予定の日程で基本設計・
詳細設計が完了した。
ひとまずほっとできるかなと、
いうところだな。いよいよ来週から
プログラム開発の段階に入るぞ

ベトナムのＡＩＴ社に
発注ですね

尾浜クンが日曜のうちに
東京に来て、月曜日、いったん
ここで集まり、それから
大星クンとベトナムに出発だ

研修以来のベトナムです
からね、楽しみなような、
ちょっと緊張するような…。
ＡＣＳＤ社や海外事業部の
人たちにも久しぶりに
会えるなあ

楽しみつつ、
しっかり
やって来いよ

おみやげ、
よろしくね
はい、了解
で〜す ！

それからここが翻訳チーム。
日本人 名を入れて 名体制
でやっている。で、そちらの
一角が総務部の 名…
5

私たちものんびり構えてるわけ
にはいかない、ってことよ

相変わらず、みんな、まじめに
テキパキ働いていますね。
“ベトナム発日本品質”
っていう
キャッチフレーズ通りですよね

3

はい

2

ここが開発部で、
７チームからなっている。
各チームにプロジェクト
マネージャーを配置して
いる。エンジニアは合わ
せて 名だ。毎年 名
ずつ三谷産業へ出向派遣
しているのは知っての
通りだね
38

ア、オーホシサン、
オヒサシブリデス。
前ヨリ頼モシソウナ感ジ、
シマスヨ

ミス・
チャン ！
あ、いや。
ど、ど〜も
そのぉ、
こんにちは

うわぁ、ありがとう
ございます ！ 地元の
人しか来ないお店こそ
が本当に美味しいんで
すよねー。ビールも
飲んじゃおうっと

今夜、一緒に食事をと思ってたん
だが、急用ができちゃってね。
かわりにミス・チャンが地元の人に
人気のお店へ案内してくれる
ことになってるんだ

18
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1

Chapter.4【ベトナムでプログラム開発！】

メルシーの
シェフに似て る …

どうかしました？

う、うん、別に。
ちょっと知り 合 い に
そっくりだっ た だ け

ベトナム人、日本人、似テル
トコ、タクサンアルデショ

着キマシタ〜。
ココデスヨ

へー、ビストロなのねぇ。
こぢんまりしてて、
堅苦しそうでもなくて、
いい感じじゃないの

そうね。ところで、社内を
見せてもらったけど、
さすがに精鋭揃いって感じね

アリガトゴザイマス

ハノイ国家大学、ハノイ工科
大学、ホーチミン工科大学、
ホーチミン自然科学大学ト、
提携シテマスネ。ローカルノ
会社トモ、パートナーシップ、
アリマスヨ

コレ、イチバン、オススメ。
オーホシサン、キット
気ニイルデスヨ

そう。じゃあ、それを
メインにして…

ふふ〜ん、なんかいい感じ
じゃない？ 二人きりの方が
よかったかなぁ〜？

えっ？

チャンも、インターンシップ
から入社したらしいですよ

アラ、詳しいじゃなーい？
研修に来た時にちょっと
だけ話したんですよ

あっそ
さ、いただきましょう。
お疲れっ ！
カンパ〜イっ ！

もう、いっつも自分の
ペースなんだから

いや、そんな、なにバカなこと…。
あ、迷惑なんじゃなくて、…。
えっと、とにかく、まずビールと
食べるもの、頼みましょうよ

ベトナム出張7日目

以上、終了〜 ！
よろしくお願いします

はい、
了解です

…、で、この部分の詳細設計が
このようになっています。
工程表もつけてあるので、毎日、
進み具合をチェックして、１週間
ごとに進捗状況を報告してください
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終ワリマシタカ、
オ疲レサマデシタ

ありがとう。今日は最終日だから
ホントはまたあのビストロに
行きたいところなんだけど、
夜便の飛行機だからね…

残念。ワタシ、
エアポートマデ送り
マスネ

数ヶ月後

さ、早く ！
帰るわよ

ＡＩＴ社から
単体テスト完了の
報告があった

三谷産業東京本社

●ヵ月後

ソーデスネ…

いろいろ
ありがとうね。
また、出張で
来るからね

昨日、プログラミングが
終了しました。次は単体
テストに入ります。テスト
仕様書に基づいて、正確に
作業 を 行 っ て く だ さ い

はい

そうなんですよ、ベトナム
出張だったんです

そうだったん
ですか…

ところで、今度ボク、
小さいお店を出せる
ことになったんですよ

え、ホント？ よかった
じゃないですかー

いよいよ、また、
われわれの作業も
再開だ

テストデータを使って、
受入検討機能要件を満たし
ているか、チェックする

それで実家のある仙台に
戻るんです…

あ、…、そうなんだ。夢がかなう
んですよね。おめでとう、いままで
おいしいフレンチ、ありがと

ちょうどよかった、これ、
ベトナムのおみやげ。
お祝いも兼ねてどうぞ ！

泣くな尾浜理花子。
キミには仕事があるじゃ
ないか！

受け持ち範囲を決めさせて
いただきましたので、
これに従ってお願いします

それから、これが
スケジュール表です

よし、作業開始だ！

ラジャー
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あら、
やっぱり私、
お邪魔っぽい…

Epilogue【新システム、いよいよスタート！】

ついに納入です。
お待たせしました

長い道のりでしたね

いやいや、
ご苦労様でした

まあ、まだ安心はできま
せんけど、ゴールは目前
というところでしょうか

承認をいただいた仕事定義書
から、最適なユーザーインター
フェースを練り上げています
から、使いやすいものに
なっているはずです

さっそく、運用テストを
開始しましょう

今後、必要があれば
微調整していきますので、
使った上での感想や
意見はどんどん各部門の
プロジェクト責任者に
伝えてください

わかり
ました

弊社の方では結合テストと
システムテストを行います。
問題が見つかり次第、修正します
ので、御社の方でもお気づきの
点はそのつど、お知らせください

また、そのヒアリングを
通して皆さんの意識も
大きく変化したのでは
ないかと思っています

あとは、問題なく
稼働するかどうかですね

24
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数カ月前に始まった
我が社のシステム再構築
プロジェクトですが、
ついに第一次システムが
稼働することとなりました

当初、皆さんや各部門の
スタッフにヒアリングで
時間をいただき、ホンネの
意見が集まったおかげで、
使いやすいものに
なっているはずです

すでに導入している
パワーエッグの使い勝手
が変わることはありませ
んが、ルールやポリシーを
整備したことで業務処理
の流れに今までとの違い
を感じるかもしれません

はい、
わかりました

パワーエッグと仕事定義書に
よって、自然にルールが守られ
るようになっています

パワーエッグはご存じの
ように人間の動作に沿った
システムですから、気づきと
的確な行動を促します

そして、仕事定義書は誰に
どんな責任があるかを
明確に示しています

ありがとうございます

みなさんが使いさえすれば
内部統制が守られますし、その
目的を容易に果たすためにこそ、
運用・定着しやすいインター
フェースにしてあります

私のココロも
再構築しなく
ちゃ…

内部統制は会社全体で取り組んで
こそ実現できるもので、部門内だけ
の問題ではありません。
必ず使うようにお願いいたします

内部統制の面でも、
新システムでパワーエッグを
使って行けば、知らず知らずの
うちに社員の規範意識が高まって
行きそうで、期待できますね

26
つづく
27

いやぁ、三谷さんに再構築を
おまかせして本当によかった。
新システム、社員の評判は上々
ですよ。アウトソーシングで
システム運用も大助かりです

バイタル研究社／大会議室

出版部門
いやぁ、システム構築の
プロジェクトって、
この瞬間がたまらないよね〜

そうそう、
みんながんばろう! !

研究開発部門

