
導入事例
Ultrabook™

2 in 1タイプの Ultrabook™ の導入

課  題

•  営業業務の生産性向上
•  Windows* 8対応「奉行 i8シリーズ*」の販売促進
•  情報型ワークスタイルへの変革

ソリューション

•  2 in 1タイプの Ultrabook™（パナソニック株式会社 レッツノート CF-AX2シリーズ）
•  奉行 i8シリーズ*（株式会社オービックビジネスコンサルタント）

導入効果

•  営業スタイルの変革
•  モビリティー向上による営業業務の効率化
•  故障率の低減による管理効率の向上

営業社員の生産性向上を目指し 
Windows* 8搭載 2 in 1タイプの 
Ultrabook™ に刷新

会計システム「勘定奉行*」をはじめとする基
幹業務パッケージ「奉行シリーズ*」の開発、
販売を手がける株式会社オービックビジネス
コンサルタント（以下、OBC）。1980年の設
立以来、顧客密着型の製品開発を掲げて機能
向上やラインナップの拡充に取り組み、幅広い
ユーザーの要望に応えてきました。2009年
にはNGN（次世代ネットワーク）による通信イン
フラの整備を見据えて双方向のコミュニケー
ション機能を強化した中規模・小規模企業向
け基幹業務パッケージ「奉行ｉシリーズ*」を発
売し、2007年にリリースした中堅・成長企業
向けの「奉行 V ERPシリーズ*」とともに、企
業規模や事業形態に応じたサービスを提案し
ています。2012年 10月には奉行シリーズ*
をクラウド環境上で運用する「OBCクラウド運
用サービス」をメニューに加え、さらに 2012
年 11月にはWindows* 8の新しいユーザー・
インターフェイスとマルチタッチ操作に対応した
「奉行ｉ8シリーズ*」を発売しました。

OBCが営業社員向けのノートブックPCをリプ
レースする直接のきっかけとなったが、「奉行ｉ
8シリーズ*」のリリースです。営業担当者が

Windows* 8搭載のノートブックPCに「奉行ｉ
8シリーズ*」をインストールし、訪問先やイベン
ト会場などでお客様に最新機能やタッチ操作
をデモンストレーションしながら、商品に対す
る理解を促進することが狙いです。一方で、営
業部門としては生産性を向上させて営業効率
をより高めることが継続的な業務課題の 1つ
となっていました。エンドユーザーへの直接
販売でなく、高い製品知識や提案能力を持つ
パートナー経由での製品販売をビジネスの基
本とするOBCは全国 11カ所に営業拠点を置
き、営業社員は会計事務所や IT企業など全
国 3,000のパートナーを担当エリアごとに訪
問しながら営業支援やデモンストレーションな
どを行っています。今まではクラムシェル型の
ノートブックPCを利用して営業活動を行って
きましたが、朝から夕方までパートナー企業や
お客様先を訪問する営業社員は、バッテリー
の持続時間や、本体の重量、サイズなどに不
満を感じていたと言います。営業本部 東日本
営業部 東京支店 第 2営業課 支店長代理の
黄金泰典氏は、「営業社員は社内、社外を問
わずノートブックPC1台ですべての業務をこな
し、かなりハードな使い方をしています。カバン
に製品カタログと一緒に入れて 1日中持ち歩
くため、ノートブックPCには壊れにくいタフさ
と、負担にならない軽さ、薄さ、長時間のバッ
テリー駆動を求めていました」と語ります。

株式会社オービックビジネス 
コンサルタント（OBC）

本社：東京都新宿区西新宿 6-8-1 

住友不動産新宿オークタワー 32F

設立：1980年 12月 事業開始： 

1981年 7月
資本金：105億 1,900万円

従業員数：613名 

（2013年 3月31日現在）
事業内容：ビジネスソリューション 

テクノロジー及び ITソリューション 

テクノロジーの開発販売、 
プロダクトに対する 

保守・導入指導等のサービス提供
http://www.obc.co.jp/

2 in 1タイプのUltrabook™ で 
ワークスタイルを変革し 
営業業務の効率化と生産性向上を実現

http://www.obc.co.jp/


2 in 1タイプの Ultrabook™ 
約 350台を全国 11拠点の 
営業社員に展開

営業推進と生産性向上の 2つの観点か
ら OBCは、営業社員のノートブックPCを
Windows* 8を搭載し、タッチ操作に対応し
た 2 in 1タイプの Ultrabook™ に切り替える
ことを検討しました。IT全般の企画・管理を担
当する開発本部 ICTセンター 課長代理の宮
治朱美氏は、「OBCには顧客へのエバンジェ
リスト（新技術の伝道師）であるべきという全
社的なポリシーがあり、今までも常に最新の
ITプラットフォームを採用しながら自社内で
活用を促進してきました。どこよりも早く最新
のデバイスを採用し、先進的なテクノロジーに
よってワークスタイルを進化させていくことは、
今回も当社にとって必然的な流れでした」と
振り返ります。

Ultrabook™ の導入を検討した OBCは、ノー
トブックPCとタブレットの両方のスタイルで使
える2 in 1タイプの Ultrabook™ の採用を決
定。11.6型のワイド液晶に、インテル® Core ™ 
i5 プロセッサーと SSDドライブを搭載したパ
ナソニックのレッツノート CF-AX2シリーズを
選定し、2012年 12月より約 350台を全国
の営業社員に展開しました。2 in 1タイプの
Ultrabook™ を採用した理由を宮治氏は次の
ように語ります。

「奉行ｉ8シリーズ*の特長であるタップによる
選択と確定、ズーム操作による画面の拡大や
縮小、スライドによるスクロールなどの機能を
デモンストレーションで訴求するのにタブレッ
トスタイルが適していました。また、営業社員
は外出先で伝票入力する機会が多く、通常の
オフィス業務ができるキーボードも欠かせま
せん。そこで、PCとしての基本性能が高く、デ
スクワークもストレスなくこなせる 2 in 1タイ
プの Ultrabook™ を選択しました」。

レッツノート CF-AX2シリーズに関しては、
ボディの頑丈さ、標準で約 9.5時間のバッ
テリー持続時間などを評価したと言います。
CF-AX2シリーズ選定のもう1つのポイントと
なったのが外部ディスプレイ・コネクター（アナ
ログ RGB端子）や有線 LAN端子を搭載して
いることでした。「外出先でプレゼンしたり、説
明したりする際、アナログ RGB端子対応のモ
ニターやプロジェクターをお使いのお客様も
多くいらっしゃるので、アナログ RGB端子は
重宝しています。また社内で利用するために
は、有線 LAN端子の標準装備も必須でした」
と宮治氏は述べています。

上司への報告スタイルが 
プリントアウトから 
2 in 1タイプの Ultrabook™ の 
画面に進化

2 in 1タイプの Ultrabook™ の導入により、
OBCにおける営業スタイルは劇的に変化し
ました。その中でも象徴的な変化のひとつが
商談スタイルです。黄金氏は「イベントやセミ
ナーを開催する場合、以前は商談ブースに張
りついてお客様を呼び込む“待ち”のスタイル
でした。今では会場内を歩いているお客様の
もとまで 2 in 1タイプの Ultrabook™ を持っ
ていき、その場で画面を見せて機能を説明し
ながら興味を持ったお客様を商談ブースまで
案内する“攻め”の営業スタイルが実現しまし
た」と説明します。

訪問先でもノートブックPCとタブレットにスタ
イルが変化する 2 in 1タイプの Ultrabook™ 
はお客様に対するアイキャッチとして有効に
働き、商談への関心を高める効果が生まれ
ています。営業本部 東日本営業部 東京支
店 第 2営業課 第 2グループの杉野浩太郎
氏は、「2014年 4月にW i n d o w s * X P の
サポートが終了するため、お客様の中には
Windows* 8 の導入を検討されている方

驚異的なパフォーマンスと終日使える 
バッテリー持続時間を実現した 
2 in 1タイプの Ultrabook™

「2 in 1タイプの Ultrabook™ の 

導入で業務の生産性が 

飛躍的に向上し、営業スタイルも 

待ちの営業から攻めの営業へと 

劇的な進化を遂げました。 
これからは私たちの体験を 

販売パートナーやお客様に伝えながら、
お客様の業務効率化と 

情報型ワークスタイルへの実現を 

お手伝いしていきます」

株式会社オービックビジネスコンサルタント
営業本部 東日本営業部 東京支店

第 2営業課
支店長代理
黄金 泰典 氏

2 in 1タイプの Ultrabook™ は、キーボード入力に適したノートブックPCにも、タッチ操作に適したタブレットにも、 
自由自在に使い分けができる
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もいらっしゃいます。しかし、新しい OSであ
るW i n d ow s * 8や Ultrabook™ の導入に
不安を抱いている方も多いので、商談では
Windows* 8の基本機能や独自のタッチ操
作などに加えて、Ultrabook™ のデバイスと
しての特長を紹介しています。その際『OBC
さんが W i n d o w s * 8や 2 i n 1タイプの
U l t ra b o o k ™ を使っているのだから間違い
はない』と納得してくださるお客様も多く、奉
行ｉ8シリーズ*の商談にもプラスの効果をも
たらしています」と説明します。

日々の業務に関しては、上司への報告が紙に
プリントアウトして見せるスタイルから、2 in 1
タイプの Ultrabook™ の画面を見せながら説
明するスタイルに変わりつつあります。

「今までは売上状況をプリントアウトして上司
に報告していました。しかし『このパートナー
の売上はどうなっているの？』というようによ
り詳しい情報の提供を求められると、再度プ
リントして出直さなければなりません。2 in 1
タイプの Ultrabook™ では見たい項目をダブ
ルクリックするだけで明細伝票をドリルダウン
して見られるので、パートナー別の売上、売
上状況の前月比、通期での売上状況、製品
別、カテゴリー別の売上比率などの細かい情
報をその場で見せて、より効果的な指示が受
けられるようになりました」（杉野氏）。

社内で少人数のミーティングを行う際でも、2 
in 1タイプの Ultrabook™ をタブレットスタイ
ルに変えることで、全員で画面を見ながら議
論を行うことができます。また、訪問先に出向
く前に移動中の交通機関などで情報を手軽
に調べられるようになったことも 2 in 1タイプ
の Ultrabook™ の導入で得られた新たな効
果です。

「クラムシェル型ノートブックPCは混み合った
電車内でファイルを開いて見たり、お客様の
ホームページを確認したりするのに抵抗があ
りました。2 in 1タイプの Ultrabook™ ならタ
ブレットスタイルで使うことで画面を周囲の人
に覗かれずにファイルやホームページを確認
し、事前情報を直前までインプットしたうえで
商談に臨むことができます」（杉野氏）。

2 in 1タイプのUltrabook™ と 
外部ディスプレイのデュアルモニターで 
オフィスワーク

1日の営業を終えてオフィスに戻った際には、
2 in 1タイプの Ultrabook™ を外部ディスプ
レイにつなぎ、外部ディスプレイで資料を参照
ながらUltrabook™ 上で伝票入力などを行っ
ています。「インテル® Core™ i5 プロセッサー
を搭載した Ultrabook™ であれば、デュアル
モニター環境でも描画性能、パフォーマンス
は申し分なく、業務を行ううえでストレスはあり
ません」と黄金氏は語ります。

また、今までのノートブックPCは日中にバッテ
リーが切れてしまうため、訪問先で AC電源
を借りたりしながら使う必要がありましたが、
バッテリー持続時間が長くなった結果、1日
の外出でも充電を気にすることなく業務がで
きようになりました。本体のサイズも薄くなり、
カバンのスペースには余裕が生まれたことも
新たに得られた効果です。1日中外出する営
業担当者にとっては、ボディの頑丈さも安心
感につながっていると言います。

「満員電車ではカバンを押しつぶされること
が多く、以前はノートブックPCの液晶画面が
割れることを心配していました。レッツノート 
CF-AX2なら 100kgfの荷重に耐える耐性

奉行ｉ8シリーズ*   
（株式会社オービックビジネスコンサルタント）

実績のある「奉行シリーズ*」の操作性、機
能性、拡張性を継承しながら、Windows* 
8のタッチ操作に対応した基幹業務パッ
ケージ。キーボードやマウス操作に加え、
画面の「タップ」による選択や確定、画面
をつまむ「ピンチ」操作による拡大や縮小、
指をすべらす「スライド」によるスクロール
などに対応し、基幹業務の情報をいつで
も手軽に更新したり、参照したりすること
ができる。データ入力を行わず、情報参照
のみを行う「参照専用ライセンス」も用意
し、2 in 1タイプの Ultrabook ™やタブレッ
ト端末からでもリアルタイムに財務情報や
売上情報などが確認しながら意思決定を
下すことも簡単。月次の売上情報を部門
や商品別の視点に切り替えて結果を出力
して分析を行ったり、最新の人事情報を
参照しながら社内面談に利用するといっ
たように情報型ワークスタイルへの移行
が簡単に実現する。

http://www.obc.co.jp/click/bugyo-i/

社内面談や商談では、タブレットとして利用できる
のが、2 in 1タイプの Ultrabook ™の利点

基幹業務システム「奉行 i8シリーズ*」

http://www.obc.co.jp/click/bugyo-i/
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があり、天板のボンネット構造で強化をはかっ
ているので、安心して持ち歩くことができます」
（杉野氏）。

落下や衝撃に対する強度も高く、導入
してから 1年経った現在も故障は 1件
も発生していません。宮治氏は、「PCを
管理する側としては故障が発生するリ
スクが少なくなったことが何よりの効果
です。スリープ状態のノートブックPCを
持ち歩いていると衝撃などでディスクが
破損する恐れがありましたが、頑丈なボ
ディとSSDの搭載により、スリープ状態
のまま移動してもディスクが壊れてデー
タが失われる心配も少なくなりました」
と語ります。起動時間やスリープ状態か
らの復帰時間も短く、お客様先でも即
座に商談が開始できると言います。

「今までは販売パートナーに資料を見せなが
ら説明したいときでも PCが起動せず、結局
後からメールで送りますと気まずい思いをした
こともありました。今では PCを開いてすぐに
資料が見せられるので商談もスムーズに進み
ます」（黄金氏）。

大画面・高性能タイプの
Ultrabook™ をセミナールームの 
トレーニング PCとして利用

OBCでは営業部門を中心に導入した 2 in 1
タイプの Ultrabook™ とは別に、Windows* 
8を搭載し、タッチ操作に対応したクラムシェ
ル型 Ultrabook™ を全国のセミナールーム
に約 250台導入し、奉行シリーズ*を導入し
たお客様向けのトレーニング PCとして利用し
ています。以前はパフォーマンスを優先するた
めに、デスクトップ PCを使ってトレーニングを
行っていた拠点もありましたが、Ultrabook™ 

であればデスクトップ PC並みの性能と大画
面のディスプレイが確保できるため、デスクトッ
プ PCとの置き換えが進んでいます。

「Ultrabook™ ならトレーニングで使わないと
きは片付けておき、必要なときにいつでも取り
出してセットできるので、取り扱いが非常に簡
単です。自社のセミナールームだけでなく、お
客様先にノートブックPCを持ち込んでトレー
ニングを実施することもありますが、必要な台
数分のAC電源が確保できないお客様の環境
でもUltrabook™ であればバッテリー駆動だ
けで半日や1日のトレーニングを十分に行うこ
とができます」（宮治氏）。

2 in 1タイプの 
Ultrabook ™の活用成果を 
パートナーやお客様に展開

以上のように、2 in 1タイプの Ultrabook™ お
よびクラムシェル型 Ultrabook™ は、OBCの
営業業務やサービス業務に大きな変革をもた
らしました。「今後はインテル® vPro ™ テクノロ
ジーを有効に活用してセキュリティー環境を

強化するとともに、クライアントの管理効率を
高めていく方針です」（宮治氏）。

最後に黄金氏はプロジェクトの評価と
インテルへの期待について次のように
述べました。

「2 in 1タイプの Ultrabook™ を導入し
た当初は、今まで慣れ親しんだ環境を
変えることに抵抗感を覚えたことは確
かです。しかし、実際に使ってみると、
操作性やパフォーマンス全体が向上し、
ワークスタイルそのものが変わること
を、身をもって実感しました。今まで『で
きなくて当たり前』と思っていたことが、
新技術の導入によっていとも簡単に実
現できてしまうことは衝撃的な驚きでし
た。もう以前のタイプのノートブックPC
に戻ることはできないと感じています。

今後は私たちの体験で得られた 2 in 1タイプ
の Ultrabook™ の活用方法を、多くのパート
ナーやお客様に伝えていきたいと思います。
そのためにもインテルには、CPU性能のさら
なる向上と、省電力機能の強化を期待してい
ます」。

新たなワークスタイルを提案する2 in 1タイプ
の Ultrabook™ は、最新技術の積極的な活
用をポリシーに掲げる OBCの営業業務に大
きな変革をもたらしましたことは間違いありま
せん。インテルは今後もUltrabook™ の性能
強化と機能強化を通して業務の生産性向上
に貢献していきます。

Ultrabook™ 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/Ultrabook

ソリューション・プロバイダー

大画面でトレーニングにも最適なクラムシェル型 Ultrabook™ を完備し
たOBC本社内のセミナールーム

http://www.intel.co.jp/
http://www.intel.co.jp/Ultrabook

