
各店舗に 2 in 1タイプのタブレットを導入し、
店舗運営、管理の効率化を推進。接客ツール
としても活用することで顧客満足度の向上を狙う

導入事例
 インテル ® Atom™ プロセッサー
インテル ® Atom™ プロセッサーを搭載した 2 in 1タブレット・ソリューション

店舗で十分に活かされていなかった
従来型のノートブック PC

株式会社シュクレイ（以下、シュクレイ）は、
菓子の総合プロデュースを手がける寿スピリッ
ツグループ（東証一部上場）の中で、東京を
中心に和菓子と洋菓子の企画・販売を担って
いる企業です。シュクレイは、和菓子の築地
ちとせ、洋菓子の東京ミルクチーズ工場、東
京フィナンシェ、ザ・メープルマニア、コートクー
ルという 5 つのブランドを展開しています。
2015 年 7 月現在、関東地区に合計 16 店舗
を運営しているほか、より多くの顧客に同社の
商品を知ってもらえるように、全国各地の催事
にも積極的に出店しています。

同社は、数年ほど前まで本部と店舗のやり取
りはすべて紙ベースで行っていましたが、新規
ブランドの立ち上げや店舗の急増に伴い、店
舗運営・管理の効率化を目指して IT を積極的
に取り入れるようになりました。社内の情報化
に携わっている同社 管理部 リーダーの塚本将
史氏は、「商品の企画・販売を担う立場上、
店舗から吸い上げた情報から、時代そしてお
客様のニーズの変化をいち早く察知し、すぐさ
ま対策を打つことが求められます。紙ベースで

の情報伝達ではとても間に合いませんので、
ITの力を借りて情報共有のスピードを大きく高
めています。また、当社のおいしいお菓子をもっ
と多くの方に知っていただけるように、マーケ
ティングや PR活動も強化しているところです。
こうした販売促進のための施策も、社内の情
報化によって迅速に実行できるようになりま
す」と語ります。

同社は、情報化の一環として、もともと各店
舗に 1 台ずつのノートブック PC を配布してい
ました。しかし、システムの起動だけでも 5
分以上かかっていたことから、開店前や閉店
後などの限られた時間にしか活用できていませ
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課 題

・従来の PCはシステムの起動がとても遅く、店舗で十分に活用できていなかった

・PCとWi-Fi*ルーターをセットで持参する必要があり、端末管理が煩雑になっていた

・PCの操作に不慣れなスタッフでも扱いやすい店舗向けの端末を必要としていた

ソリューション

・インテル ® Atom™ プロセッサー搭載のWindows* 8.1タブレット

導入効果

・キーボード、タッチ、ペン操作に対応し、現場に応じた柔軟な使い方が可能に

・タブレット内蔵の通信モジュールにより、常に快適なインターネット接続を実現

・タブレットのメリットを活かし、接客のためのツールとしても発展が可能

んでした。また、インターネットへの接続には
Wi-Fi* ルーターを併用していましたが、店舗、
バックヤード、本部など、PC を持参する場所
にはいつでも Wi-Fi*ルーターを携行する必要
があり、端末の日常的な運用を煩雑なものに
していました。さらには、15 インチとサイズ
がかなり大きなノートブック PC を配布してい
た関係から、特に狭い売り場では PC の置き
場所や使用に困るケースも見受けられました。

PCとしてもタブレットとしても
使える 2 in 1タブレットを採用

シュクレイは、店舗のスタッフにヒアリングを
実施したところ、大型のノートブック PC では
業務に役立てづらいといった指摘を多く受け、
この機会に店舗の端末を小型の PC に切り替
える決断を下しました。近年では、携帯性に
優れたモバイル端末が続々と登場しています
が、同社は単に PC を小型化するだけでなく、
タッチやペンによる直感的な操作も取り入れ
る方向で検討に入りました。塚本氏は、「店舗
のスタッフは年齢層に大きな開きがあり、中
には PC の操作に不慣れな人も多く含まれま
す。その一方で、若手を中心にスマートフォン
の所有率がとても高く、タッチ操作には慣れ
ているという印象です。このため、店舗に導
入する PCもタッチやペン操作に対応したもの
であれば、ハードルを大きく下げられると考え
たのです」と説明します。

同社は、タッチやペン操作に対応した小型の
端末としてタブレットに注目しましたが、現場
では多くの文字を入力する事務作業もあり、
打鍵性に優れたキーボードは依然として不可
欠です。また、同社が 2014 年の夏に導入し
た株式会社 寺岡精工のクラウド型 POS ソ
リューション「netDoA」は、利用環境として
Microsoft* Windows* ベースの PC のみをサ
ポートしています。こうした数々の要件を踏ま
え、最終的に選ばれたのが 2 in 1 タイプの
Windows* タブレット（以下、2 in 1タブレッ
ト）です。塚本氏は、Windows* ベースの端
末を選択した理由について「将来的には、勤
怠管理システムや在庫管理システムの導入も計
画していますが、こうしたソリューションの多
くは Windows* ベースのクライアントを強く
推奨しています。このため、社内の IT インフ
ラを整備していく中で、店舗に配布する端末
も Windows* ベースのほうが活用の幅を広げ
られると判断しました」と述べています。

デジタイザー・ペンの自然な
書き心地を実現した東芝の
dynabook Tab S80を選択

シュクレイは、2014 年 11月から 2 in 1タブ
レットの選定作業を開始しましたが、いくつか
の製品候補を比較・検討した結果、10.1 型
の WXGA 液晶パネルを搭載した株式会社東
芝 パーソナル &クライアントソリューション社
の「dynabook Tab S80（法人向けモデル）」
を採用しています。dynabook Tab S80 は、
約 9.1mm、約 565 グラムという薄型・軽量
のタブレット本体に、専用の Bluetooth* キー
ボードを組み合わせることにより、2 in 1 での
利用スタイルを実現しています。この付属キー
ボードは、タブレットを立てかけるスタンドも
備えているため、ノートブック PC と同等の安
定感でキーボードやクリックパッドの操作が可
能です。また、タブレットの心臓部には優れ
た処理能力と長時間のバッテリー駆動を両立
した最新のインテル® Atom™ プロセッサーを
搭載しています。これにより、店舗での日常
的な事務作業をいつでも快適にこなすことが
できます。

同社は、数ある 2 in 1 タブレットの中から
dynabook Tab S80 を選択した理由として、
デジタイザー・ペンの自然な書き心地を挙げ
ています。dynabook Tab S80 は、ペン入力
ソリューションで業界をリードする株式会社ワ
コムとの協業により、業界初（2014 年 11月
時点）となるアクティブ静電結合方式のペン
入力機能を搭載しています。ワコムが提供す
るタッチ・コントローラーとペン、そして東芝
独自の実装技術やペン先を正確に認識する技
術などを駆使することにより、紙のノートにペ

ンを走らせるかのような書き心地を実現してい
ます。塚本氏は、「ちょっとしたメールの確認
や文字の打ち込みは、ペンで操作したほうが
スピーディーに行えます。また、タブレットは
小型・軽量である反面、ディスプレイのサイ
ズが小さいことから、指先のタッチ操作では
小さなボタンなどをうまくクリックできませ
ん。このため、きめ細かな操作にはペンのほ
うが向いているのです。ただし、タブレットに
よってはペンの反応や精度が悪いものもあり、
今回はいくつかの製品を実際に試用した上で、
最も書き心地が優れていた dynabook Tab 
S80を採用しています」と語ります。

同社の dynabook Tab S80は、法人向けモデ
ルに提供されるカスタマイズ・オプションとし
て、NTTドコモの LTE 回線「Xi*（クロッシィ）」
に対応した通信モジュールも内蔵しています。
これにより、従来のノートブック PC のように
Wi-Fi*ルーターを持参しなくても常にインター
ネットへと接続でき、特に Xi エリアでは受信
時最大 100Mbps、送信時最大 37.5Mbps と
いう非常に高速なデータ通信（東名阪の一部
エリア）が可能です。塚本氏は、「以前の
Wi-Fi* ルーターで契約していたモバイル通信
回線は、ビルの奥まった場所にあるバックヤー
ドなどで電波をうまくキャッチできないことが
ありました。NTTドコモの Xi*に切り替えてか
らは、こうした条件の悪い場所でもスムーズ
につながるようになりました。また、NTT ド
コモが提供するビジネスシェアパックは、複数
の端末でシェアできる通信パケットのデータ
量がきめ細かく設定されているため、当社自
身の利用形態にあわせて月々の通信料金を効
果的に抑えられます」と述べています。

すぐに使える 2 in 1タブレット
の導入によって、本部と店舗間の
密接なコミュニケーションを促進

シュクレイは、合計 20 台の dynabook Tab 
S80を購入し、それぞれの店舗に 1台、スタッ
フが特に多い一部の店舗には 2 台の端末を配
布しています。また、社内の情報システムを
管轄している本部やタブレットの利便性を活
かせる流通部門の一部にも導入し、催事など
で臨時の売り場を設ける際には、これらの端
末を互いに融通しあっています。店舗では、
今回導入された 2 in 1 タブレットを通じて、
本部から定期的に送られてくる売上進捗など
のメールチェック、POSシステムへのアクセス、
グループウェアでのスケジュールや文書の共
有、報告書の作成、店舗スタッフのシフト作り
などが行われています。こうした事務作業の
多くは、従来のノートブック PC でも行われて

いましたが、2 in 1 タブレットに切り替えたこ
とによって作業効率が劇的に向上しています。

dynabook Tab S80は、インテルの最新プラッ
トフォームとWindows* 8.1の搭載により、従
来のノートブック PC と比べてシステムの起動
がきわめて高速です。塚本氏は、そのメリッ
トを「本部に勤務するスタッフは、PC の電源
を常時オンにして業務をこなしていますが、店
舗のスタッフは接客と販売が業務の中心とな
りますので、PC に接する時間をあまり多くは
とれません。基本的には、使うときにだけ PC
を立ち上げ、使わなくなったらすぐに切ると
いった動作の繰り返しになります。2 in 1タブ
レットは、ボタンひとつですぐにシステムが立
ち上がりますので、電源の ON/OFF を繰り返
す店舗での利用スタイルにたいへん適してい
ます。だからこそ、PC を利用する機会も大幅
に増え、本部と店舗の間ではこれまで以上に
円滑なコミュニケーションをとることができて
います」と説明します。

多店舗展開やインバウンド戦略を
支えるツールとしても積極的に
2 in 1タブレットを活用していく

店舗では、2 in 1 タブレットならではの新しい
使い方も少しずつ取り入れています。そのひと
つが、タブレット本体に装備されているカメラ
の活用です。最近では、売り場の商品レイア
ウトを変更した際に、タブレットの内蔵カメラ
で写真を撮影し、本部に送付して現場の様子
を的確に伝えています。また、店頭に置かれ
る販促物の多くは、本部のデザイナーが内製
していることから、本部のスタッフに向けたデ
ザインの指示にも 2 in 1 タブレットを活用で
きると考えています。例えば、現場のスタッフ
がデジタイザー・ペンでイラストやメモを手描
きし、本部のスタッフに POP の作成などを依
頼することも検討しています。今後は、2 in 1
タブレットをさらに活用してもらえるように、

現場のスタッフに対して、新しい使い方の提案
やタブレットの操作指導をいっそう強化してい
きます。

シュクレイは、こうした店舗運営の効率化に
とどまらず、接客や販売促進のためのツール
としても 2 in 1タブレットを積極的に活用して
いく方針です。同社は、東京オリンピックが
開催される 2020 年に向けて、海外の顧客を
店舗に呼び込むインバウンド戦略を推進して
います。東京駅や羽田空港、東京スカイツリー
など、海外の観光客が多く訪れる場所では、
すでに免税処理にも対応するようになりまし
たが、今後は 2 in 1 タブレットを通じてブラ
ンドのこだわりや産地の様子などをショート
ムービーで紹介したり、翻訳アプリケーション
を用いて多言語での接客にも対応できる体制
を整えていきます。

塚本氏は、「中長期的なビジョンでは、ブラン
ドと店舗の数をさらに増やしていく計画があり
ます。そして、海外からのお客様を呼び込む
インバウンドだけでなく、日本製（Made in 
Japan）を強みとして、海外へと進出していく
アウトバウンドの方向も視野に入れています。
現在は、関東地区にだけ出店しているため、
スタッフ同士が直接会って話しやすい距離感
にあります。しかし、将来的に出店範囲を世
界各国へと広げていくことになれば、直接会
わなくても密にコミュニケーションをとれる手
段を用意しなければなりません。例えば、2 
in 1 タブレットを用いたテレビ会議の仕組み

が導入しやすくてよいのではないかと考えてい
ます。このように、当社のビジネスをさらに加
速させるツールとして、2 in 1 タブレットが果
たす役割はもっと大きくなるはずです」と将
来の展望を語っています。

シュクレイは、PC としてもタブレットとしても
扱える 2 in 1 タブレットをはじめ、インテル
の最新テクノロジーが搭載された IT ソリュー
ションを積極的に活用することで、店舗にお
ける業務の効率化と顧客満足度の向上に取り
組んでいきます。

さまざまな業務にタブレットを活用する店舗スタッフ
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の WXGA 液晶パネルを搭載した株式会社東
芝 パーソナル &クライアントソリューション社
の「dynabook Tab S80（法人向けモデル）」
を採用しています。dynabook Tab S80 は、
約 9.1mm、約 565 グラムという薄型・軽量
のタブレット本体に、専用の Bluetooth* キー
ボードを組み合わせることにより、2 in 1 での
利用スタイルを実現しています。この付属キー
ボードは、タブレットを立てかけるスタンドも
備えているため、ノートブック PC と同等の安
定感でキーボードやクリックパッドの操作が可
能です。また、タブレットの心臓部には優れ
た処理能力と長時間のバッテリー駆動を両立
した最新のインテル® Atom™ プロセッサーを
搭載しています。これにより、店舗での日常
的な事務作業をいつでも快適にこなすことが
できます。

同社は、数ある 2 in 1 タブレットの中から
dynabook Tab S80 を選択した理由として、
デジタイザー・ペンの自然な書き心地を挙げ
ています。dynabook Tab S80 は、ペン入力
ソリューションで業界をリードする株式会社ワ
コムとの協業により、業界初（2014 年 11月
時点）となるアクティブ静電結合方式のペン
入力機能を搭載しています。ワコムが提供す
るタッチ・コントローラーとペン、そして東芝
独自の実装技術やペン先を正確に認識する技
術などを駆使することにより、紙のノートにペ

ンを走らせるかのような書き心地を実現してい
ます。塚本氏は、「ちょっとしたメールの確認
や文字の打ち込みは、ペンで操作したほうが
スピーディーに行えます。また、タブレットは
小型・軽量である反面、ディスプレイのサイ
ズが小さいことから、指先のタッチ操作では
小さなボタンなどをうまくクリックできませ
ん。このため、きめ細かな操作にはペンのほ
うが向いているのです。ただし、タブレットに
よってはペンの反応や精度が悪いものもあり、
今回はいくつかの製品を実際に試用した上で、
最も書き心地が優れていた dynabook Tab 
S80を採用しています」と語ります。

同社の dynabook Tab S80は、法人向けモデ
ルに提供されるカスタマイズ・オプションとし
て、NTTドコモの LTE 回線「Xi*（クロッシィ）」
に対応した通信モジュールも内蔵しています。
これにより、従来のノートブック PC のように
Wi-Fi*ルーターを持参しなくても常にインター
ネットへと接続でき、特に Xi エリアでは受信
時最大 100Mbps、送信時最大 37.5Mbps と
いう非常に高速なデータ通信（東名阪の一部
エリア）が可能です。塚本氏は、「以前の
Wi-Fi* ルーターで契約していたモバイル通信
回線は、ビルの奥まった場所にあるバックヤー
ドなどで電波をうまくキャッチできないことが
ありました。NTTドコモの Xi*に切り替えてか
らは、こうした条件の悪い場所でもスムーズ
につながるようになりました。また、NTT ド
コモが提供するビジネスシェアパックは、複数
の端末でシェアできる通信パケットのデータ
量がきめ細かく設定されているため、当社自
身の利用形態にあわせて月々の通信料金を効
果的に抑えられます」と述べています。

すぐに使える 2 in 1タブレット
の導入によって、本部と店舗間の
密接なコミュニケーションを促進

シュクレイは、合計 20 台の dynabook Tab 
S80を購入し、それぞれの店舗に 1台、スタッ
フが特に多い一部の店舗には 2 台の端末を配
布しています。また、社内の情報システムを
管轄している本部やタブレットの利便性を活
かせる流通部門の一部にも導入し、催事など
で臨時の売り場を設ける際には、これらの端
末を互いに融通しあっています。店舗では、
今回導入された 2 in 1 タブレットを通じて、
本部から定期的に送られてくる売上進捗など
のメールチェック、POSシステムへのアクセス、
グループウェアでのスケジュールや文書の共
有、報告書の作成、店舗スタッフのシフト作り
などが行われています。こうした事務作業の
多くは、従来のノートブック PC でも行われて

いましたが、2 in 1 タブレットに切り替えたこ
とによって作業効率が劇的に向上しています。

dynabook Tab S80は、インテルの最新プラッ
トフォームとWindows* 8.1の搭載により、従
来のノートブック PC と比べてシステムの起動
がきわめて高速です。塚本氏は、そのメリッ
トを「本部に勤務するスタッフは、PC の電源
を常時オンにして業務をこなしていますが、店
舗のスタッフは接客と販売が業務の中心とな
りますので、PC に接する時間をあまり多くは
とれません。基本的には、使うときにだけ PC
を立ち上げ、使わなくなったらすぐに切ると
いった動作の繰り返しになります。2 in 1タブ
レットは、ボタンひとつですぐにシステムが立
ち上がりますので、電源の ON/OFF を繰り返
す店舗での利用スタイルにたいへん適してい
ます。だからこそ、PC を利用する機会も大幅
に増え、本部と店舗の間ではこれまで以上に
円滑なコミュニケーションをとることができて
います」と説明します。

多店舗展開やインバウンド戦略を
支えるツールとしても積極的に
2 in 1タブレットを活用していく

店舗では、2 in 1 タブレットならではの新しい
使い方も少しずつ取り入れています。そのひと
つが、タブレット本体に装備されているカメラ
の活用です。最近では、売り場の商品レイア
ウトを変更した際に、タブレットの内蔵カメラ
で写真を撮影し、本部に送付して現場の様子
を的確に伝えています。また、店頭に置かれ
る販促物の多くは、本部のデザイナーが内製
していることから、本部のスタッフに向けたデ
ザインの指示にも 2 in 1 タブレットを活用で
きると考えています。例えば、現場のスタッフ
がデジタイザー・ペンでイラストやメモを手描
きし、本部のスタッフに POP の作成などを依
頼することも検討しています。今後は、2 in 1
タブレットをさらに活用してもらえるように、

現場のスタッフに対して、新しい使い方の提案
やタブレットの操作指導をいっそう強化してい
きます。

シュクレイは、こうした店舗運営の効率化に
とどまらず、接客や販売促進のためのツール
としても 2 in 1タブレットを積極的に活用して
いく方針です。同社は、東京オリンピックが
開催される 2020 年に向けて、海外の顧客を
店舗に呼び込むインバウンド戦略を推進して
います。東京駅や羽田空港、東京スカイツリー
など、海外の観光客が多く訪れる場所では、
すでに免税処理にも対応するようになりまし
たが、今後は 2 in 1 タブレットを通じてブラ
ンドのこだわりや産地の様子などをショート
ムービーで紹介したり、翻訳アプリケーション
を用いて多言語での接客にも対応できる体制
を整えていきます。

塚本氏は、「中長期的なビジョンでは、ブラン
ドと店舗の数をさらに増やしていく計画があり
ます。そして、海外からのお客様を呼び込む
インバウンドだけでなく、日本製（Made in 
Japan）を強みとして、海外へと進出していく
アウトバウンドの方向も視野に入れています。
現在は、関東地区にだけ出店しているため、
スタッフ同士が直接会って話しやすい距離感
にあります。しかし、将来的に出店範囲を世
界各国へと広げていくことになれば、直接会
わなくても密にコミュニケーションをとれる手
段を用意しなければなりません。例えば、2 
in 1 タブレットを用いたテレビ会議の仕組み

が導入しやすくてよいのではないかと考えてい
ます。このように、当社のビジネスをさらに加
速させるツールとして、2 in 1 タブレットが果
たす役割はもっと大きくなるはずです」と将
来の展望を語っています。

シュクレイは、PC としてもタブレットとしても
扱える 2 in 1 タブレットをはじめ、インテル
の最新テクノロジーが搭載された IT ソリュー
ションを積極的に活用することで、店舗にお
ける業務の効率化と顧客満足度の向上に取り
組んでいきます。

打鍵性に優れたキーボードは依然として不可欠



店舗で十分に活かされていなかった
従来型のノートブック PC

株式会社シュクレイ（以下、シュクレイ）は、
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を運営しているほか、より多くの顧客に同社の
商品を知ってもらえるように、全国各地の催事
にも積極的に出店しています。

同社は、数年ほど前まで本部と店舗のやり取
りはすべて紙ベースで行っていましたが、新規
ブランドの立ち上げや店舗の急増に伴い、店
舗運営・管理の効率化を目指して IT を積極的
に取り入れるようになりました。社内の情報化
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いく方針です。同社は、東京オリンピックが
開催される 2020 年に向けて、海外の顧客を
店舗に呼び込むインバウンド戦略を推進して
います。東京駅や羽田空港、東京スカイツリー
など、海外の観光客が多く訪れる場所では、
すでに免税処理にも対応するようになりまし
たが、今後は 2 in 1 タブレットを通じてブラ
ンドのこだわりや産地の様子などをショート
ムービーで紹介したり、翻訳アプリケーション
を用いて多言語での接客にも対応できる体制
を整えていきます。

塚本氏は、「中長期的なビジョンでは、ブラン
ドと店舗の数をさらに増やしていく計画があり
ます。そして、海外からのお客様を呼び込む
インバウンドだけでなく、日本製（Made in 
Japan）を強みとして、海外へと進出していく
アウトバウンドの方向も視野に入れています。
現在は、関東地区にだけ出店しているため、
スタッフ同士が直接会って話しやすい距離感
にあります。しかし、将来的に出店範囲を世
界各国へと広げていくことになれば、直接会
わなくても密にコミュニケーションをとれる手
段を用意しなければなりません。例えば、2 
in 1 タブレットを用いたテレビ会議の仕組み

が導入しやすくてよいのではないかと考えてい
ます。このように、当社のビジネスをさらに加
速させるツールとして、2 in 1 タブレットが果
たす役割はもっと大きくなるはずです」と将
来の展望を語っています。

シュクレイは、PC としてもタブレットとしても
扱える 2 in 1 タブレットをはじめ、インテル
の最新テクノロジーが搭載された IT ソリュー
ションを積極的に活用することで、店舗にお
ける業務の効率化と顧客満足度の向上に取り
組んでいきます。

シュクレイが導入している 2 in 1タブレットの活用例

NTTドコモの Xi*はバックヤードでもスムーズにつながり、
作業効率も劇的に向上
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店舗で十分に活かされていなかった
従来型のノートブック PC

株式会社シュクレイ（以下、シュクレイ）は、
菓子の総合プロデュースを手がける寿スピリッ
ツグループ（東証一部上場）の中で、東京を
中心に和菓子と洋菓子の企画・販売を担って
いる企業です。シュクレイは、和菓子の築地
ちとせ、洋菓子の東京ミルクチーズ工場、東
京フィナンシェ、ザ・メープルマニア、コートクー
ルという 5 つのブランドを展開しています。
2015 年 7 月現在、関東地区に合計 16 店舗
を運営しているほか、より多くの顧客に同社の
商品を知ってもらえるように、全国各地の催事
にも積極的に出店しています。

同社は、数年ほど前まで本部と店舗のやり取
りはすべて紙ベースで行っていましたが、新規
ブランドの立ち上げや店舗の急増に伴い、店
舗運営・管理の効率化を目指して IT を積極的
に取り入れるようになりました。社内の情報化
に携わっている同社 管理部 リーダーの塚本将
史氏は、「商品の企画・販売を担う立場上、
店舗から吸い上げた情報から、時代そしてお
客様のニーズの変化をいち早く察知し、すぐさ
ま対策を打つことが求められます。紙ベースで

の情報伝達ではとても間に合いませんので、
ITの力を借りて情報共有のスピードを大きく高
めています。また、当社のおいしいお菓子をもっ
と多くの方に知っていただけるように、マーケ
ティングや PR活動も強化しているところです。
こうした販売促進のための施策も、社内の情
報化によって迅速に実行できるようになりま
す」と語ります。

同社は、情報化の一環として、もともと各店
舗に 1 台ずつのノートブック PC を配布してい
ました。しかし、システムの起動だけでも 5
分以上かかっていたことから、開店前や閉店
後などの限られた時間にしか活用できていませ

んでした。また、インターネットへの接続には
Wi-Fi* ルーターを併用していましたが、店舗、
バックヤード、本部など、PC を持参する場所
にはいつでも Wi-Fi*ルーターを携行する必要
があり、端末の日常的な運用を煩雑なものに
していました。さらには、15 インチとサイズ
がかなり大きなノートブック PC を配布してい
た関係から、特に狭い売り場では PC の置き
場所や使用に困るケースも見受けられました。

PCとしてもタブレットとしても
使える 2 in 1タブレットを採用

シュクレイは、店舗のスタッフにヒアリングを
実施したところ、大型のノートブック PC では
業務に役立てづらいといった指摘を多く受け、
この機会に店舗の端末を小型の PC に切り替
える決断を下しました。近年では、携帯性に
優れたモバイル端末が続々と登場しています
が、同社は単に PC を小型化するだけでなく、
タッチやペンによる直感的な操作も取り入れ
る方向で検討に入りました。塚本氏は、「店舗
のスタッフは年齢層に大きな開きがあり、中
には PC の操作に不慣れな人も多く含まれま
す。その一方で、若手を中心にスマートフォン
の所有率がとても高く、タッチ操作には慣れ
ているという印象です。このため、店舗に導
入する PCもタッチやペン操作に対応したもの
であれば、ハードルを大きく下げられると考え
たのです」と説明します。

同社は、タッチやペン操作に対応した小型の
端末としてタブレットに注目しましたが、現場
では多くの文字を入力する事務作業もあり、
打鍵性に優れたキーボードは依然として不可
欠です。また、同社が 2014 年の夏に導入し
た株式会社 寺岡精工のクラウド型 POS ソ
リューション「netDoA」は、利用環境として
Microsoft* Windows* ベースの PC のみをサ
ポートしています。こうした数々の要件を踏ま
え、最終的に選ばれたのが 2 in 1 タイプの
Windows* タブレット（以下、2 in 1タブレッ
ト）です。塚本氏は、Windows* ベースの端
末を選択した理由について「将来的には、勤
怠管理システムや在庫管理システムの導入も計
画していますが、こうしたソリューションの多
くは Windows* ベースのクライアントを強く
推奨しています。このため、社内の IT インフ
ラを整備していく中で、店舗に配布する端末
も Windows* ベースのほうが活用の幅を広げ
られると判断しました」と述べています。

デジタイザー・ペンの自然な
書き心地を実現した東芝の
dynabook Tab S80を選択

シュクレイは、2014 年 11月から 2 in 1タブ
レットの選定作業を開始しましたが、いくつか
の製品候補を比較・検討した結果、10.1 型
の WXGA 液晶パネルを搭載した株式会社東
芝 パーソナル &クライアントソリューション社
の「dynabook Tab S80（法人向けモデル）」
を採用しています。dynabook Tab S80 は、
約 9.1mm、約 565 グラムという薄型・軽量
のタブレット本体に、専用の Bluetooth* キー
ボードを組み合わせることにより、2 in 1 での
利用スタイルを実現しています。この付属キー
ボードは、タブレットを立てかけるスタンドも
備えているため、ノートブック PC と同等の安
定感でキーボードやクリックパッドの操作が可
能です。また、タブレットの心臓部には優れ
た処理能力と長時間のバッテリー駆動を両立
した最新のインテル® Atom™ プロセッサーを
搭載しています。これにより、店舗での日常
的な事務作業をいつでも快適にこなすことが
できます。

同社は、数ある 2 in 1 タブレットの中から
dynabook Tab S80 を選択した理由として、
デジタイザー・ペンの自然な書き心地を挙げ
ています。dynabook Tab S80 は、ペン入力
ソリューションで業界をリードする株式会社ワ
コムとの協業により、業界初（2014 年 11月
時点）となるアクティブ静電結合方式のペン
入力機能を搭載しています。ワコムが提供す
るタッチ・コントローラーとペン、そして東芝
独自の実装技術やペン先を正確に認識する技
術などを駆使することにより、紙のノートにペ

ンを走らせるかのような書き心地を実現してい
ます。塚本氏は、「ちょっとしたメールの確認
や文字の打ち込みは、ペンで操作したほうが
スピーディーに行えます。また、タブレットは
小型・軽量である反面、ディスプレイのサイ
ズが小さいことから、指先のタッチ操作では
小さなボタンなどをうまくクリックできませ
ん。このため、きめ細かな操作にはペンのほ
うが向いているのです。ただし、タブレットに
よってはペンの反応や精度が悪いものもあり、
今回はいくつかの製品を実際に試用した上で、
最も書き心地が優れていた dynabook Tab 
S80を採用しています」と語ります。

同社の dynabook Tab S80は、法人向けモデ
ルに提供されるカスタマイズ・オプションとし
て、NTTドコモの LTE 回線「Xi*（クロッシィ）」
に対応した通信モジュールも内蔵しています。
これにより、従来のノートブック PC のように
Wi-Fi*ルーターを持参しなくても常にインター
ネットへと接続でき、特に Xi エリアでは受信
時最大 100Mbps、送信時最大 37.5Mbps と
いう非常に高速なデータ通信（東名阪の一部
エリア）が可能です。塚本氏は、「以前の
Wi-Fi* ルーターで契約していたモバイル通信
回線は、ビルの奥まった場所にあるバックヤー
ドなどで電波をうまくキャッチできないことが
ありました。NTTドコモの Xi*に切り替えてか
らは、こうした条件の悪い場所でもスムーズ
につながるようになりました。また、NTT ド
コモが提供するビジネスシェアパックは、複数
の端末でシェアできる通信パケットのデータ
量がきめ細かく設定されているため、当社自
身の利用形態にあわせて月々の通信料金を効
果的に抑えられます」と述べています。

すぐに使える 2 in 1タブレット
の導入によって、本部と店舗間の
密接なコミュニケーションを促進

シュクレイは、合計 20 台の dynabook Tab 
S80を購入し、それぞれの店舗に 1台、スタッ
フが特に多い一部の店舗には 2 台の端末を配
布しています。また、社内の情報システムを
管轄している本部やタブレットの利便性を活
かせる流通部門の一部にも導入し、催事など
で臨時の売り場を設ける際には、これらの端
末を互いに融通しあっています。店舗では、
今回導入された 2 in 1 タブレットを通じて、
本部から定期的に送られてくる売上進捗など
のメールチェック、POSシステムへのアクセス、
グループウェアでのスケジュールや文書の共
有、報告書の作成、店舗スタッフのシフト作り
などが行われています。こうした事務作業の
多くは、従来のノートブック PC でも行われて

いましたが、2 in 1 タブレットに切り替えたこ
とによって作業効率が劇的に向上しています。

dynabook Tab S80は、インテルの最新プラッ
トフォームとWindows* 8.1の搭載により、従
来のノートブック PC と比べてシステムの起動
がきわめて高速です。塚本氏は、そのメリッ
トを「本部に勤務するスタッフは、PC の電源
を常時オンにして業務をこなしていますが、店
舗のスタッフは接客と販売が業務の中心とな
りますので、PC に接する時間をあまり多くは
とれません。基本的には、使うときにだけ PC
を立ち上げ、使わなくなったらすぐに切ると
いった動作の繰り返しになります。2 in 1タブ
レットは、ボタンひとつですぐにシステムが立
ち上がりますので、電源の ON/OFF を繰り返
す店舗での利用スタイルにたいへん適してい
ます。だからこそ、PC を利用する機会も大幅
に増え、本部と店舗の間ではこれまで以上に
円滑なコミュニケーションをとることができて
います」と説明します。

多店舗展開やインバウンド戦略を
支えるツールとしても積極的に
2 in 1タブレットを活用していく

店舗では、2 in 1 タブレットならではの新しい
使い方も少しずつ取り入れています。そのひと
つが、タブレット本体に装備されているカメラ
の活用です。最近では、売り場の商品レイア
ウトを変更した際に、タブレットの内蔵カメラ
で写真を撮影し、本部に送付して現場の様子
を的確に伝えています。また、店頭に置かれ
る販促物の多くは、本部のデザイナーが内製
していることから、本部のスタッフに向けたデ
ザインの指示にも 2 in 1 タブレットを活用で
きると考えています。例えば、現場のスタッフ
がデジタイザー・ペンでイラストやメモを手描
きし、本部のスタッフに POP の作成などを依
頼することも検討しています。今後は、2 in 1
タブレットをさらに活用してもらえるように、

現場のスタッフに対して、新しい使い方の提案
やタブレットの操作指導をいっそう強化してい
きます。

シュクレイは、こうした店舗運営の効率化に
とどまらず、接客や販売促進のためのツール
としても 2 in 1タブレットを積極的に活用して
いく方針です。同社は、東京オリンピックが
開催される 2020 年に向けて、海外の顧客を
店舗に呼び込むインバウンド戦略を推進して
います。東京駅や羽田空港、東京スカイツリー
など、海外の観光客が多く訪れる場所では、
すでに免税処理にも対応するようになりまし
たが、今後は 2 in 1 タブレットを通じてブラ
ンドのこだわりや産地の様子などをショート
ムービーで紹介したり、翻訳アプリケーション
を用いて多言語での接客にも対応できる体制
を整えていきます。

塚本氏は、「中長期的なビジョンでは、ブラン
ドと店舗の数をさらに増やしていく計画があり
ます。そして、海外からのお客様を呼び込む
インバウンドだけでなく、日本製（Made in 
Japan）を強みとして、海外へと進出していく
アウトバウンドの方向も視野に入れています。
現在は、関東地区にだけ出店しているため、
スタッフ同士が直接会って話しやすい距離感
にあります。しかし、将来的に出店範囲を世
界各国へと広げていくことになれば、直接会
わなくても密にコミュニケーションをとれる手
段を用意しなければなりません。例えば、2 
in 1 タブレットを用いたテレビ会議の仕組み

が導入しやすくてよいのではないかと考えてい
ます。このように、当社のビジネスをさらに加
速させるツールとして、2 in 1 タブレットが果
たす役割はもっと大きくなるはずです」と将
来の展望を語っています。

シュクレイは、PC としてもタブレットとしても
扱える 2 in 1 タブレットをはじめ、インテル
の最新テクノロジーが搭載された IT ソリュー
ションを積極的に活用することで、店舗にお
ける業務の効率化と顧客満足度の向上に取り
組んでいきます。

332864-001JA
JPN/1508/1K/CB/BDG/TN

インテル株式会社
〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 3-1-1
http://www.intel.co.jp/

©2015 Intel Corporation.　無断での引用、転載を禁じます。
2015 年 8 月 

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Insideは、アメリカ合衆国および /またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

この文書は情報提供のみを目的としています。この文書は現状のまま提供され、いかなる保証もいたしません。ここにいう保証には、商品適格性、他者の権利の非侵害性、特定目的への適合性、
また、あらゆる提案書、仕様書、見本から生じる保証を含みますが、これらに限定されるものではありません。インテルはこの仕様の情報の使用に関する財産権の侵害を含む、いかなる責任も負
いません。また、明示されているか否かにかかわらず、また禁反言によるとよらずにかかわらず、いかなる知的財産権のライセンスも許諾するものではありません。

内蔵カメラで売場レイアウトを撮影。現場の様子を的確に本部に伝えられます。

管理部 リーダー　塚本将史 氏

タブレットに関する詳しい情報は、下記のサイトをご覧ください。
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