
多くのクライアント PC を Ultrabook™ に更新し、
モバイル・ワークスタイルをさらに推進

　リクルートグループは、さまざまな情報提
供、人材紹介、教育などのサービスを通じて、
生活者の不満や不便、不安などといった
「不」を解消し、新しい雇用機会の創出や消
費拡大につながる行動を支援している企業で
す。同グループでは、グループ全体の経営を
手がける株式会社リクルートホールディング
スとともに、それぞれの事業領域を多数のグ
ループ会社が担っています。（以下、総称して
リクルートと表記）
　リクルートは、大学新聞専門の広告代理店
からスタートし、時代の変化と合わせて事業
領域を広げてきました。同社が手がけている
分野は、就職・転職、住宅、IT・トレンド、
結婚、進学、自動車、旅行、グルメなど、非常
に多岐にわたっています。そして、既存の情
報誌だけでなく、フリーペーパー、ネット、モ
バイルといったメディアの多様化にも対応し、
近年ではさらにカウンターサービスという
「リアルビジネス」にも積極的に取り組んでい
ます。
　同社は、長年にわたって築き上げてきた独
自の情報網と業界随一の情報収集能力を活
かし、人々が生活を営んでいく中で必要とさ
れる情報をリアルタイムに届けています。こ
のように、情報の鮮度や価値が特に重要な同
社において、そのさまざまなビジネスを支え
ている社員自身の外出頻度も必然的に高くな
ります。

　このような理由から、社員が利用するクラ
イアント PC にもモバイルの考え方が深く浸
透しており、特に外出する機会が多い社員に
は 15年以上も前からノートブック PC を配布
してきました。しかし、従来型のノートブック
PC では、同社が満足できるレベルの携帯性
やバッテリー持続時間を必ずしも達成できま
せんでした。
　結局、社員の中にはノートブック PC を持ち
運ばず、最低限のコミュニケーションや情報
閲覧に対応できるスマートフォンのみを持参
するケースも見受けられました。また、当時
のノートブック PC はデスクトップ PC よりも
処理能力が低かったことから、特に高度な処
理が必要とされる社員は、社内に据え置かれ
たデスクトップ PC と外出先に持ち出すノート
ブック PC を使い分けるケースもありました。

　大きなビジネス環境の変化、それに伴う
個々の生産性の向上が求めらる状況におい
て、社員のモバイル・ワークスタイルを変革
していくことは、きわめて重要な課題でした。
リクルートは、こうしたモバイル・ワークスタ
イルの変化に対し、クライアント環境の大き
な改革が必要と判断し、従来のクライアント
PCに代わる魅力的な製品を探し始めました。
　当初は、デスクトップ PCとノートブック PC

をそのまま併用することも視野に入れて
いましたが、このようなときに登場したのが 
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リクルートホールディングス Ultrabook™ の優れた処理性能によって

デスクトップ PCの置き換えも可能に



Ultrabook™ でした。
　Ultrabook™ は、本体がとても薄く作られて
いるため、カバンに入れてどこにでも気軽に
持ち運べるのが大きなメリットです。また、
同社には女性社員も多く在席していることか
ら、女性でもストレスなく持ち運べるスリムな
設計と、女性のファッションにもマッチするス
タイリッシュな外観が高く評価されました。
同社は、Ultrabook™ の優れた処理能力にも
着目しています。Ultrabook™ は、先進的なイ
ンテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭
載し、デスクトップ PCにも匹敵する優れた処
理能力を備えています。このため、Ultrabook™ 

ならノートブック PCの性能不足に関する問題
を解決できるだけでなく、デスクトップ PCの
一部を Ultrabook™ に置き換えることさえ可能
です。そこで同社は、老朽化した多くの PC

を Ultrabook™ に置き換える決断を下しまし
た。2013年 7月時点で同社が導入した
Ultrabook™は、約 9,000台にのぼります。

　リクルートの社員は、社内外のさまざまな
場所に Ultrabook™ を持ち運び、必要なとき
にすぐ Ultrabook™ を開いて業務に取り組ん
でいます。このような利用スタイルでは、シ
ステムの起動にかかる待ち時間が問題となり
がちですが、同社は起動時間を最小限に抑え 　これまでノートブック PCを配布していた外

るために、内蔵ストレージとして SSDのみを
搭載した Ultrabook™ を採用しています。こ
れにより、外出先などで急な対応を迫られた
ときにも、システム起動のストレスに煩わされ
ることなく迅速に業務をこなせる環境が整い
ました。
　また、オペレーティング・システム（OS）に
は Microsoft* Windows* 7を採用しています。
当初は、最新のWindows* 8も視野に入れて
いましたが、導入までの短い期間に既存のビ
ジネス・アプリケーションがきちんと動作
することを保証する必要があり、今回はあ
えて Windows* 7を選択しています。また、
Ultrabook™ に入れ替えてすぐに業務で活用し
てもらうことを優先する意味でも、誰もが使
い慣れたユーザー・インターフェイスを持つ
Windows* 7が適切と判断されました。
　もちろん、リクルートの IT管理部門は、高
速なシステム起動やタッチ操作への最適化な
ど、Windows* 8ならではの魅力も十分に理
解しています。中長期的には、タッチ機能を
搭載したWindows*タブレットや 2-in-1タイ
プの Ultrabook™ を導入することも視野に入
れており、そのタイミングで Windows* 8が
採用される可能性が考えられます。

勤中心の社員は、Ultrabook™ の導入によっ
て、いつでもどこでもやりたい業務をすぐに
こなせる体制が整いました。
　Ultrabook™ は、デスクトップ PCに匹敵す
る処理性能を備えているため、取材や営業活
動の中で扱われる大容量のデータもストレス
なく扱えます。また、外出する機会が多いと
社員同士のコミュニケーションも希薄になり
がちですが、Ultrabook™ を通じていつでもど
こでもコミュニケーションを図れるようになり
ました。
　Ultrabook™ を活用している社員は、社内に
いるときでさえも Ultrabook™ を常に携帯して
います。例えば、会議室にも Ultrabook™ を
持ち込み、最新の資料や制作中のWebデザ
インなどを Ultrabook™ 上で確認しながら打
ち合わせに臨んでいます。また会議中には、
決定事項を反映したプレゼンテーション・マ
テリアルをその場で作成したり、他の社員や
顧客とのメール連絡なども迅速に行っていま
す。このように、限られた時間にさまざまな
業務を並行して進めることで、さらに効率よ
く時間を活用できるようになりました。
　最近では、社員が利用するクライアント環
境として Ultrabook™ だけでなく、タブレット
端末やスマートフォンなども併用しています。
今後は、Ultrabook™ とこれらのスマート端末
を効果的に組み合わることで、業務環境のさ
らなる改善を目指しています。

　リクルートは、 企業の IT製品選定をサポートする「キーマンズネット」をはじめ、転職情報を提供する「リクナビ NEXT」、住宅購入や
賃貸のための情報サイト「SUUMO」、国内外の旅行情報を提供する「じゃらん」「AB-ROAD」、グルメ情報を紹介する「ホットペッパー グ
ルメ」など、日常的なビジネスシーンに役立つさまざまな情報サービスを展開しています。いつでもどこでも情報を検索できる
Ultrabook™ は、このようなリクルートの情報サービスとたいへん親和性に優れています。例えば、企業の ITに携わる方は、Ultrabook™ 

から「キーマンズネット」にアクセスすることで、業務に不可欠な IT分野の製品情報や技術動向をいつでもどこでも手に入れられます。
また、顧客との会食、土地勘のない出張先でおいしい料理店を見つけたいなら、その場で Ultrabook™ を開いて「ホットペッパー グルメ」
でグルメ情報を検索できます。また、急な出張が決まったときには、国内なら「じゃらん」、海外なら「AB-ROAD」によってホテルや航空
券も迅速に手配できます。

Ultrabook™ 製品は複数のモデルで提供されています。市場によっては一部のモデルが入手できない場合もあります。
各 Ultrabook™ システム メーカーにお問い合わせください。詳細については、http://www.intel.co.jp/ultrabook/ を参照してください。
Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Core、Core Inside、Ultrabook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。
* 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。
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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/u ltrabook/business/
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システム起動の速さを重視して
SSDのみを搭載する Ultrabook™ を採用

Ultrabook™ で使うとさらに便利なリクルートの各種情報サービス

外出先での業務効率や生産性向上に加え
社内業務のさらなる改善にもつなげる


