
導入事例
インテル® Atom™ プロセッサー、インテル® Core™ i5 プロセッサー
Windows* 8搭載タブレットおよび 2 in 1タイプのノートブックPC

課  題

•  マンションなどの建物管理運営業務における紙ベースの書類管理からの脱却
•  情報管理におけるセキュリティー・レベルの向上
•  移動時間の増加による生産性の低減

ソリューション

•  Windows* 8搭載 10.1型タブレット「HP El itePad 900」 
（日本ヒューレット・パッカード株式会社）

•  Windows* 8搭載 11.6型 2 in 1タイプのノートブックPC「HP Elitebook Revolve 810」 
（日本ヒューレット・パッカード株式会社）

導入効果

•  安全な書類管理環境の実現
•  情報共有化による処理漏れの撲滅、顧客満足度の向上
•  直行直帰の実現によるワークスタイルの変革

Windows* 8タブレットと 
2 in 1タイプのノートブックPCを全国の 
営業拠点に約 1,000台導入

マンション管理を軸に、ビル管理、不動産管
理、営繕工事の 4つの領域で総合的に事業
を展開する日本ハウズイング株式会社（以
下、日本ハウズイング）。1958 年（昭和 33
年）の創業以来、現場を第一に考え、50 年
以上にわたって顧客ひとりひとりのニーズ
に応えてきました。同社が管理する分譲マン
ションは、超高層から大規模、小規模まで
日本全国で 8,184 棟、戸数にして 38 万
7,607にのぼり（2013年 3月末時点）、総
合管理戸数ランキングではトップクラスを維
持しています。

大手デベロッパー系の管理会社が大半を占
める業界の中、同社は独立系の管理会社と
して親会社の供給物件に頼ることなく、年
間で 1万戸超の管理契約を新規に受託。そ
のうち約 8 割が他管理会社からの変更（リ
プレース）によるものであることからも、信頼
性の高さが伺えます。近年は海外にも進出
し、中国の大連ではオフィスビルや商業施設

の管理事業、台湾全域では商業施設やマン
ションの管理事業を展開。長きにわたって蓄
積してきたノウハウを生かして、さらなる成長
を目指しています。

日本ハウズイングでは、マンションの管理組
合の窓口となる営業担当者（フロントマン）
の業務効率化と情報共有を主な目的に、
Windows* 8 搭載のタブレットと 2 in 1タ
イプのノートブック PCを、本社および全国の
営業拠点に約 1,000台導入することを決め
ました。

建物管理運営業務で、紙の書類の持
ち歩きがセキュリティー・リスクに

日本ハウズイングのマンション管理事業で
は、マンションの住人で構成される管理組合
をサポートする担当社員としてフロントマン
を選任し、管理組合の理事会や総会に出席
して組合運営をバックアップしています。約
7,000の管理組合の業務を受託する同社
の場合、1人のフロントマンは平均すると15
組合ほどを受け持つ計算です。これまでの
業務では、マンション管理に関する書類を紙
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Windows*タブレットで外部から 
基幹システムにアクセスできる環境を実現し、 
マンション管理運営業務における 
大量の紙の書類の持ち歩きを軽減
ワークスタイルを変革してさらなる生産性の向上へ
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持ち歩きやすい軽さと、 
内蔵カメラで写真を撮ってメールで送れる手軽さ
インテル® Atom™ プロセッサーの 
パフォーマンスも十分

「現場から基幹システムに 

外部からアクセスしたいという 

声があがっていた中で、 
既存の資産が生かせる 

Windows*タブレットの登場を 

心待ちにしていました。 
タブレットによって紙の書類を 

持ち歩く必要がなくなっただけでなく、
情報の伝達漏れや業務の抜けが 

起こりにくくなり、 
サービスレベルが向上しました。 
さらに、マンション管理運営の 

ワークスタイルが変革されていくことを 

期待しています」
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システム企画部長
浅野 尚 氏

ベースで持ち歩くことが多く、情報管理面で
課題がありました。執行役員でシステム企画
部長の浅野尚氏は次のように説明します。

「個人情報保護法が施行され、情報の管理
徹底が求められる中、大量の書類を持ち歩
くことは紛失リスクにつながる恐れがありま
す。また、マンション管理に関する書類は、
相当な分量となるため、持ち運びの負担も
大きくなっていました。管理組合の理事会
は、マンションの住民の都合にあわせて土
曜、日曜や、夜間に集中して開催されること
が多く、フロントマンは 1日に理事会の会合
を何件も掛け持ちします。そのため紙ベース
では事務所に戻って資料を持ち出す作業を
繰り返すことになり、移動時間も増えて本来
の建物管理運営業務以外で奪われる時間
も長くなっていました」。

情報共有の徹底も改善課題だったと言いま
す。書類ベースの業務では、フロントマンが
個人で情報を抱え込むことが多くなります。
その結果、メモへの記載漏れ、情報の伝達
忘れなどが発生し、顧客の管理組合から依
頼された案件の処理が滞ってしまうこともあ
りました。「つまらないミスでお客様にご迷惑
をかけないためにも、日報や TO DOリストを
複数の担当者で共有し、情報の伝達漏れを
防止したいと思いました」（浅野氏）。

基幹システムとの連携には 
Windows*タブレットが必要不可欠

建物管理運営業務の課題解決に向けて日本
ハウズイングは、モバイルデバイスの導入を
2010年ごろから検討します。そして、Android* 
OS搭載のタブレット、iPad*、ノートブックPCな
ど、複数のデバイスを評価する中から、最終的
にインテル® Atom™ プロセッサーを搭載し、OS
にWindows* 8 Proを採用した 10.1型タブ
レット「HP ElitePad 900」と、インテル® Core™ 
i5 プロセッサーを搭載した 11.6型の 2 in 1 

タイプのノートブック PC 「H P E l i t e b o o k 
R e v o l v e 8 1 0」を選定しました。

タブレットを採用した理由は、持ち歩きやす
い軽さと、内蔵カメラで現場の写真を撮っ
て手軽に送れることでした。また、本体の強
度を重視した結果、タブレットの機種は HP 
E l i tePad 900を選定しています。システ
ム企画部 システム開発グループ長の稲毛
敬久氏は「検討時から、ありとあらゆるモバ
イルデバイスを購入して評価してきました。
液晶サイズも 7 型から 11 型まで多数の機
種を比較してきた中で、HP E l i tePad 900
は落下、振動などの厳しい環境に強く、米
軍の厳しい調達基準をクリアしていたこと
が決め手となりました。液晶のガラス面に
は耐久性の高いゴリラガラス*を採用してお
り、持ち歩いても簡単に割れる心配もあり
ません」と語ります。また、インテル® Atom™ 
プロセッサーの性能を検証する中で、当初
は不安視していたパフォーマンスも十分に
高く、外出先での業務に支障がないことを
確認。さらに、フロントマンが 1日フルで外
出していても利用できるバッテリー持続時
間の長さを評価したうえで導入に踏み切っ
たと言います。

もう1つの選定ポイントになったのが、
Windows*を搭載したタブレットだったこと
です。現場からは、社外から基幹システムに
アクセスしたいという要望が以前から寄せ
られていました。そこでシステム企画部では
モバイルデバイスの選定と並行して、外部か
らのアクセスを前提とした基幹システムのリ
プレースを進めてきた経緯があります。マン
ションの詳細な管理情報が確認できる営業
系システムと、会計などのバックオフィス部
門が使う事務系システムの 2つの用途をカ
バーする新基幹システムは「ハウネット（Hou-
Net）」と名付けられ、2012年 3月末に本稼
動を迎えました。また、メールや情報共有の
システムとしてMicrosoft* Exchange と

専用のキーボード付きジャケットで各種機能拡張も可能インテル® Atom™ プロセッサー搭載タブレット 
「HP ElitePad 900」



Microsoft* SharePoint*の稼動も開始し
ていたことから、モバイルデバイスとのセキュ
アな連携がカギとなりました。

「セキュリティーを重視しながら、基幹シス
テムや Microsoft* Exchangeなどと連携
させるとなると、Android* OSや iOS*の
タブレットではカスタマイズが必要となり、
2 重の投資になってしまいます。何とかなら
ないかと試行錯誤していた中、2012 年に
Windows*タブレットが登場したことで、既
存資産がそのまま生かせる環境に移行する
ことにしました」（浅野氏）。

全国の営業拠点で実地研修を実施 
タブレット導入の意義を伝えながら 
安全性を高める運用ルールを策定

タブレットの導入は、2012 年末から約 20
名の役員に先行して配布。出張や会議で外
出する機会の多い役員は、外部から基幹シ
ステムにアクセスして、電子承認を行うなど
しながら、タブレットの優位性を認識してい
きました。そして、2013年 6月にはタブレッ
トの活用に意欲的な柏支店と立川支店の
2 拠点に対して約 60 台をパイロット導入し
ます。その後も、運用ルールの規定を検討
しながら導入先の営業拠点を順次拡大し、
2013 年度中には約 540 台、最終的には
全部で 1,000台超を導入する計画です。

社員に配布する端末は、フロントマンには機
動力の高いタブレットの HP El itePad 900、
営業職としてパワーポイントを使って提案し
たり、Microsoft* Excel*のマクロを使って
複雑な計算処理をしたりする機会が多い社
員にはパフォーマンスの高い 2 in 1タイプの
HP El i tebook Revolve 810をリクエスト
に応じて配布しています。

「詳細な運用ルールを固めるために、現在
は私自身が導入先の営業拠点に出向き、実

地研修を行いながら導入を拡大しています。
システム的にセキュリティーが確保できたと
しても、人が関わる部分のリスクまでは簡単
にカバーできるものではありません。そこで、
タブレットの活用に対する社長の思いを営業
拠点の社員に直接伝え、導入の意義を説く
ことが私の役割です」（浅野氏）。

タブレットは現在、持ち歩く際の安定性や耐
久性を考慮して、キーボード付きの拡張ジャ
ケットを装着して利用。本体にデータは一
時的に保存できますが、利用後は削除する
運用方針とし、セキュリティー保護の観点か
ら、USB 端子の利用は許可していません。
基幹システムや情報システムにアクセスす
る際にはワンタイムパスワード用のハード
ウェア・トークンを利用し、通常のログイン
ID、パスワードに加えて、使い捨てのパス
ワードを利用した 2 重の認証によって、不
正ログインを防止。さらに、モバイルデバイ
ス管理（MDM）機能を使って、遠隔からの
データ削除やロックなどの操作を行う仕組
みを導入しています。

タブレット画面で書類を 
直接見せることで、説得力が増して 
対面業務がよりスムーズに

タブレットの導入によって、フロントマンをは
じめとする営業社員は、紙の書類を大量に
持ち歩く必要がなくなりました。社外から基
幹業務システムにアクセスし、担当するマン

ションの物件情報を手軽に呼び出すことが
できます。管理組合の理事会では、管理規
約、管理組合の会計情報、作業実施内容、
点検報告、総会資料などを閲覧したり、顧客
の要望に応じて PDF 化した分譲時のパンフ
レット、管理規約改訂時の標準管理規約、
過去の決算情報などをその場で提示したり
することが可能です。「口頭でお客様に説明
するより、画面で書類を直接見せることで説
得力が増し、業務がよりスムーズに進むよう
になりました」と浅野氏は語ります。

営業日報もすべてシステムで一元管理して、
担当上司と TO DOリストなどの情報が共
有できるようになりました。フロントマンは
外出先で空いた時間にタブレットで日報を
作成し、上司はそれに対して電子承認で検
印を押します。上司は日報に対してコメント
を書き込み、より的確なアドバイスを送ること
も可能です。また、タブレットでは担当者のス
ケジュールだけでなく、消防点検や定期清掃
などマンションの管理スケジュールまで一緒
に共有できるので、業務の漏れも起こりにく
くなりました。その他、マンション管理組合か
らのメールの確認や返信も、すべて社外から
対応可能になったほか、協力会社への作業
実施の連絡、管理、点検業務もすべてWeb
を介して行う仕組みが整い、順次展開してい
ます。

建物管理運営以外でもタブレットの活用は拡
大しています。営繕工事の担当者は、大量の
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図面を持ち歩くことなく、工事図面が簡単に
閲覧できるようになりました。大規模修繕工
事の施工を請け負う際には、担当者が現場
の事務所に詰めることも発生しますが、居な
がらにして基幹システムにアクセスできるタブ
レットは業務の効率化に貢献しています。

タブレットの導入による定量的な効果は、現
段階で測定するまでに至っていませんが、当
初の目的としていた、資料の安全な閲覧環
境が実現しました。また、顧客からの依頼事
項などの情報をチームで共有することで処理
漏れがなくなり、サービスレベルの向上が期
待されています。さらに、営業担当者のワー
クスタイルも直行直帰が可能になり、働き方
の自由度の拡大、生産性の向上など、今まで
になかった変化が現れてくることが予測され
ます。タブレットの導入を心待ちにしていた
営業社員やフロントマンからも、歓迎の声が
多く聞こえてきていると言います。浅野氏は、
「フロントマンや営業担当者は、建物や設備
の管理に関することから、法律や会計に関す
ることまで、幅広い知識が求められます。タ
ブレットによって情報の引き出しをより多く持
つことが可能になれば、業務レベルは今以
上に進化していくはずです」と述べています。

マンション管理の業務レベル向上に向け 
Windows*タブレットのさらなる活用と 
ウェアラブル・デバイスによる 
業務変革を展望

日本ハウズイングでは今後の構想として、
Windows*タブレットをあらゆるマンション
管理業務に活用していく青写真を描いてい

ます。「企業秘密上、具体的なことは申し上
げられませんが、通信コストの低減などの現
状課題がクリアできれば、基幹システムと連
携したさまざまな施策が実現できる可能性
を秘めています」と浅野氏は語ります。タブ
レットのさらに先にある未来展望としては、
ウェアラブル・デバイスの活用も視野に入れ
ています。マンション管理の現場では、立っ
たまま作業したり、動いたり、かがみこんだり
する機会は多く発生します。そこで、今後は
音声入力などのハンズフリー対応がポイント
になると言います。

最後にインテルに対する期待として稲毛氏
は次のように語りました。「さまざまなモバイ
ル OSが登場していますが、ビジネス環境で
は Windows*ベースの資産が消えてなく
なることはありません。その中で、私たちが
業務で利用するデバイスと通信は切っても
切れない状況になっており、スマートフォン
など、通信を前提としたデバイスの活用が
必要不可欠となってきました。今後はインテ
ル製 CPUを搭載した、高性能な Windows  
Phone*の登場により、あらゆるデバイスで
安全かつ効率的に業務を行える日が来るこ
とも期待しています」。

現場第一を掲げる日本ハウズイングにとっ
て、顧客のよきパートナーとしてコミュニ
ケーションを密に取り、クイックにレスポンス
することは欠かせません。専門的な知識の
蓄積とノウハウも求められる中、これからも
Windows*タブレットおよび 2 in 1タイプの
ノートブック PCを通して建物管理運営業務
を高度化していくことを目指しています。

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。
http://www.intel .co. jp/content/www/jp/ja/tablets/tablets.html

ソリューション・プロバイダー

Windows*搭載タブレットは、立ったままでもタッチ操
作のみで業務可能

日本ハウズイングが管理するマンション情報イメージ

営業日報や TO DOリストなどの情報を一元管理し、社
外からもアクセス可能となっている
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