
Business Alliance Consortium

品質管理イノベーションBWG
ご紹介

ソリューションはこちら！
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品質管理イノベーションBWGについて

製造業が求められる品質レベルは年々高くなっています。

それに伴う作業量の増加と労働者の減少が拍車をかけ、

紙と人に頼った品質管理は限界を迎えています。

我々はそういったお困りごとに対しシステムを介してお手伝いしています。
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活動体制

■リーダー
ユニオンシンク 下川原 勇介
y-shimokawahara@utc-net.co.jp

■参加企業
２２社３２名 （２０２１年３月時点）
・大阪 ２０名
・名古屋 ６名
・福岡 ３名
・東京 ３名

■定例会開催
第３火曜日：１６：３０～１８：００
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活動内容

業界勉強会
各業界特有の知識や最新トレンドなどに対する
勉強会を実施しています。

ソリューション
紹介

各社の考え、取り組み、ソリューションを共有し、
クロスシナジーを醸成しています。

お困りごと相談
お客さんのお困りごとや参加メンバーのお困りごとを
共有し、チームで解決する場を設けています。

コミュニ
ケーション

参加メンバーからのスピーチや案内などの発信の
場を設け、懇親活動にも力を入れています。
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品質BWGおすすめ ソリューション一覧
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ページ 会社名 ソリューション／システム

６ ディー・ディー・エス 品質管理の透明性を高める製造業向け生体認証システム

７ 日本マイクロシステムズ 品質課題解決のお手伝いをする工場・倉庫の見える化システム

８ リコージャパン 生産効率と品質を高める生産工程可視化システム

９ ピー・シー・エー 経営品質を高める個別原価会計システム

１０ ユニオンシンク 品質イベントを電子化により統制する品質管理システム

１１ ユニオンシンク 社内教育の一元管理により品質を高める教育管理システム

１２ ミライト情報システム 作業現場のIT化により作業品質を高める報告書電子化システム

１３ 応研 製造業の様々な課題に応え、品質を高める販売管理システム

１４ TOKAIコミュニケーションズ データ交換を安全かつ確実に実現する高品質な
EDIデータ交換ミドルウェアパッケージ
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製造業での生体認証ご利用メリット

●生体認証による確実な本人確認を導入するメリット

・なりすまし可能な認証（ICカードや印鑑）を生体認証に置き換えることで本人性を担保

・共有端末のログインを生体に置き換え、機密情報の持ち出しを防ぐ

・検査工程において、有資格者が検査したという客観的な証跡を残せる（ログ）

・だれが、いつ、どこで、何に対して認証をかけたかの証跡を残せる（ログ）

・承認工程を生体認証に置き換えることでタクトタイムを短縮

・異物混入を防止 ※顔認証や指紋認証は印鑑などと異なり、PC内蔵センサや小型のPC接続

デバイスを利用するため製品へ混入を防ぎ定置化も容易。

・多要素認証による情報管理で監査対策

●共通端末の認証強化、検査工程での本人性の担保には生体認証が便利

パスワードやICカードや印鑑は貸し借り、複製が容易でなりすましの温床となり、

適正な品質保証を行う弊害となります。生体認証の導入はなりすましを防ぎ、品質

管理の透明性を高めます。

NG

OK

株式会社ディー・ディー・エス https://www.dds.co.jp/ja/
本 社 〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目6番41号 DDSビル 7F TEL:052-955-6600（代表）
東京オフィス 〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー14F TEL:03-6712-3561（営業本部）
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ソリューション

こういう方にお勧めします

業種／部門

・手軽にセンサ情報をモニタしたい
・WiFi(2.4GHz)は障害が多くて心配
・工場が広くて配線できない
・既設の積層信号灯がネットワークに繋
がっていない

製造業・物流業・食品業など

IoTを導入されたい企業様の品質課題解決のお手伝いをします（PoCに最適！)

工場・倉庫の見える化システム

IoT(EnOcean)

【当社の強み】
当社の強みは、画像・通信・制御システム分野です。
本サービス以外にも介護施設のドア制御等で利用される
顔認証 (J-Face)製品やお客様のニーズに合わせた
制御システム開発も行っています。 7



生産工程可視化システム
「オールラインレコグナイザー」

さらなる生産性向上へ、工程の阻害要因を除きたいが・・・
• 作業・工程の観察～分析に人手・時間がかけられない
• 問題発生時の原因の特定が難しい
• 問題発生の瞬間を目視では観察できない / 発生頻度が低い
• 原因究明・対策を効率的に行ないたい

「オールラインレコグナイザー」が、簡単・迅速に生産性向上をご支援
多視点のカメラで「変化」を捉え、録画映像から「原因」を顕在化

こんなお客様に・・・！

問い合わせ先 ： リコージャパン株式会社 https://www.ricoh.co.jp/ 製造ソリューショングループ 大六野 hiroshi_dairokuno@jp.ricoh.com

多視点のカメラで「変化」を捉え、録画映像から「原因」を顕在化
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経営品質を高める個別原価会計システム
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経営品質向上は、実際の利益管理から

「PCA個別原価会計ＤＸ」

財務会計ソフトで、プロジェクトごとの原価管理を実現！

「プロジェクト」管理機能を搭載

仕掛/完成振替 共通費配賦を自動化

予想利益が一目でわかる

予算統制・収支報告がカンタン

案件管理システムやＳＦＡ、ワークフローなど他システムとシームレス連携！

★主な処理の流れ

お問合せ
ピー・シー・エー株式会社 インテグレーション推進 安岡まで

https://pca.jp/area_product/prokobetugenka.html

sip@pca.co.jp
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製品紹介ＨＰ：
問い合わせ先：営業部相薗(アイゾノ)

aizono@utc-net.co.jp
080-5307-0460         

品質イベントを管理する、『品質デザイナー』

業務管理と文書管理を、電子化により統制
蓄積情報を出力し、品質管理の分析に活用！

逸脱管理 苦情管理

規格外管理 自己点検

etc...

是正・予防管理

変更管理 文書管理

ﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ 製品回収

etc...

分析用データ出力

情報を

1.集める

業務を

2.繋げる

データを

3.使う

最新版管理

紙発行管理

紙回収管理

規定(ルール)を

4.守る

履歴管理

https://www.utc-net.co.jp/package/lineup/qdtop/
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製品紹介ＨＰ：
問い合わせ先：営業部相薗(アイゾノ)

aizono@utc-net.co.jp
080-5307-0460         

社内教育を一元管理する、『教育デザイナー』

教育計画

教育コース

カリキュラム
・e-ラーニング
・テスト
・レポート
・研修
・評価

スキル管理
・期限管理／・レベル管理

進捗管理
・受講状況／・個人状況

教育計画からスキル管理までを一元管理
e-ラーニングやテスト機能も完備

https://www.utc-net.co.jp/package/lineup/edtop/
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報告書を電子化するソリューション ImageGate

カメラ・録音・GPS・手書きメモ等、スマートデバイスの機能を活用し、
オフィスから離れた作業現場のIT化、作業品質を上げるソリューション。

図面や帳票をツール化
（＝リンクや情報入力の設定）、
サーバに登録して、
現場のタブレットに配信

写真やコメント情報を追記してサーバに送信
入力内容は画像やデータベースとして保存

✓ オフラインでも使えるタブ
レットアプリ

✓ 分かりやすいユーザイン
ターフェース

✓ 開発プラットフォームに

を採用

✓ 業務の変化に柔軟に対応で
きるNoｎ-SQLデータベースを
採用

D

問い合わせ先 ： 株式会社ミライト情報システム / 岩宮 iwamiya.nobuyuki@mirait.co.jp 12
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製造業の様々な課題に応える販売管理システム



カテゴリ

こういう方にお勧めします

業種／部門

データ交換を安全かつ確実に実現するEDIデータ交換ミドルウェアパッケージ

・ EDIをクラウドに移行したい
・ 設備老朽化しているが自社設備としたくない
・ NTT回線サービス終了に向けて対策が進んでいない
・ EDI基盤を短期間で構築したい
・ レガシー手順から次世代手順まで複数手順でデータ交換を行う
・ ２４時間３６５日稼働するデータ交換が必要
・ 大量のトランザクションが発生する大規模データ交換を行う
・ EDIシステムの保守運用負荷を軽減したい
・ LGWAN経由で電子取引を行いたい(JFT/LGWAN)

データ交換システム
（EDIなどの企業間取引や企業内通信）

業種非依存

トランザクション管理機構により、耐障害性に優れたデータ交換を実現します。
多量のトランザクション処理が可能な設計となっているため、中小規模から大規模システムまで幅広くご利用が可能です。
（10,000接続先、160同時接続の実績あり）
SaaSモデルは、データ件数ではなくファイル数の課金のためコスト削減が図れます。
自動化連続運転ができる設計となっており、24時間連続運用を実現できます。
平日9:30～17:30の基本保守以外に、最大で24時間365時間の拡張保守をご提供しております。
自治体様もLGWAN対応でご利用が可能です。

ファームバンキング EOS
(オンライン受発注)

企業内外の
各種データ交換

セールスフォース
連携

各種クラウド
サービス連携

問い合わせ先： 株式会社TOKAIコミュニケーションズ / 渡辺 n_watanabe@tokai-grp.co.jp https://www.jft-edi.jp/

企業間・企業内データ交換システム

導入事例 事例の詳細は https://www.jft-edi.jp/case/ でご確認頂けます。
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