
導入ソリューション

Cisco Aironet 3500 シリーズ 
　アクセス ポイント
Cisco 5500 シリーズ
　Wireless Controller
Cisco Wireless Control System （WCS） 
Cisco 3300 シリーズ
　Mobility Services Engine （MSE）
Cisco ASA 5520
　セキュリティ アプライアンス
Cisco AnyConnect セキュア モビリティ

導入前の課題、検討事案

 ・ ワークスタイル変革の中核プロジェクト
として、スマート デバイスを活用するに
あたり、高品質で安定した無線 LAN 環
境を整えたいと考えていた

 ・ 移動中や海外出張中でも、さまざまなデ
バイスから安心して利用できるリモート 
アクセス環境の再整備が必要とされて
いた

導入効果

 ・ スマート デバイスを活用した接客スタ
イルで、店頭での接客時間が増加、対
応の迅速化により来店した顧客からも
好評を得ている

 ・ オフィスおよび各店舗に高品質な無線 
LAN アクセス環境を構築でき、トラブ
ルなく快適な運用を実現

 ・ より柔軟なリモート アクセス環境の再
整備で、場所や時間を問わず、汎用的で
スピーディな情報共有を実現して生産
性を向上。災害時にも役立つ業務基盤
を構築

人気のアパレルブランドを複数展開しているユナイテッドアローズは、各店舗
での在庫検索などの業務や従業員のコミュニケーションを支援するために、
iPhone や iPad を全社展開している。これらの利用基盤として、新しいワーク
スタイルを支える信頼性の高いインフラ環境が必要と考えた同社は、シスコの 
WLAN ソリューションと Cisco AnyConnect を採用した。

IT 戦略の一環としてワークスタイルの変革を目指す
その施策の 1 つとしてスマート デバイスの活用が俎上に

ユナイテッドアローズが、全社的にスマート デバイスの活用（BYOD）を進め
ることになったのは、主に以下のような理由による。これが、新しいネットワーク インフラ構
築のきっかけにもなった。
　・スマートフォンを所有する社員が増え、現場から活用を求める声が高まった
　・中期的な IT 戦略の 1 つとして、社員のワークスタイル変革を目指すこととした
　・社内の IT システムが、刷新するタイミングを迎えた

2009 年末頃にこれらの事柄が重なり、IT 部門として新しいインフラによる新しい従業員向け
サービスを戦略的に提案したことが、今回のプロジェクトにつながったという。情報システム
部 部長の高田賢二氏は、次のように話す。
「我々が掲げた中期 IT 戦略では 7 つのアクション プランを設けており、その 1 つがワークス
タイルの変革でした。ちょうどスマートフォンが台頭してきた頃で、新しい技術や製品の普及
に伴ってコミュニケーションのスタイルが多様化してきたことを踏まえ、それらをビジネスに
活用していくための提案を、情報システム部として積極的に行っていきたいと考えたのです。
もっとも、最初からソリューションの導入ありきではなく、どのようなビジネス ワークスタイ
ルが求められているのか、ということを十分時間をかけてディスカッションしました。そこで、
時間や場所、デバイスに捉われることのない、新しいコミュニケーションのスタイルを実現し
たいという方向性を定め、そのために必要なソリューションを当てはめていったのです。」
情報システム部 システムサポートチーム マネジャーの佐藤弘明氏は、次のように話す。
「現場の社員が私物の iPhone を持ち始めて、会社のメールも見られないのか？ といった声が
出始めていました。そうしたニーズにどう対応するか考える必要がありました。また、各店舗
では商品の在庫検索に POS 端末を使っていましたが、店頭で接客中に在庫を確認したいとき
も、その都度 POS 端末の場所まで戻る必要がありました。これが販売機会のロスを招き、お
客様の満足度にも影響するので、まず改善すべきと考えていたのです。在庫検索のスピードアッ
プを図るため、iPhone の活用を情報システム部から提案しました。これらのデバイスは無線 

LAN が必須ですから、必然的にインフラの見直しも進めることになったのです。」

導入の経緯

シスコ ワイヤレス LAN/リモート アクセス ソリューション 導入事例

株式会社ユナイテッドアローズ
業務におけるスマート デバイスの活用を促進して、
顧客満足度の向上、ワークスタイルの変革を実現
それを支える無線 LANとリモート アクセスをシスコのソリューションで構築
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最適なソリューションを探し、Cisco CleanAir に着目
さらにCisco AnyConnectで「いつでも、どこでも、すばやく」を実現

同社では POS 端末の通信インフラとして無線 LAN は利用していたという。
しかし、iPhone や iPad の活用でデバイス数が大幅に増えることを想定し、より高品質なもの
にしたかったと佐藤氏は話す。シスコに決めたのは、無線通信の干渉を自動的に抑える Cisco 

CleanAir テクノロジーを評価したからだという。
「それまでの無線 LAN は POS 端末の近くで使っていただけなので、実際には電波干渉もほと
んどなく、支障はありませんでした。しかし、アクセス ポイントが自律型では 1 台ごとの設
定管理が必要なこと、スマート デバイスでは利用エリアがテナントの境界まで大きく広がり、
周囲からの干渉の影響を受けることを踏まえると、この環境をそのまま拡張するのは避けたほ
うがよいと考えたのです。もっと安定して、確実につながる無線 LAN 環境の構築に最適なソ
リューションを調べていたとき、メディアの記事で Cisco CleanAir の紹介を見つけて、これ
なら課題や懸念を解消できると思いました。構築をお願いしているベンダーにも、シスコのソ
リューションを使いたいと相談して、そのまま採用を決めました。」
すべての店舗に展開する前に数店で試験運用を行い、大きな手ごたえを得て、現在は全店舗お
よびオフィスに新たな無線 LAN 導入を終えている。刻々と変化する現場の電波の状況を本社
に居ながら集中監視して迅速な対策を行い、高度なユーザ エクスペリエンスを常時維持して
いる。
また、同社では、メールなどを利用する情報共有端末としても iPad を活用しており、店舗間
の移動が多いマネージャ職や、バイヤーなど出張が多い社員を中心に展開している。モバイル 

PC 利用のインフラとして、Cisco AnyConnect セキュア モビリティによる VPN リモート ア
クセス環境も整備していたが、iPad にも滞りなく導入できたと佐藤氏は話す。
「PC のリモート アクセスには Cisco VPN 3000 と Cisco VPN Client を使っていましたが、

IPsec 方式のみの対応だったので、特に海外出張でホテルなど制約の多い環境からアクセスで
きないといったことがあり、SSL VPN に切り替える計画を立てました。こちらもシスコを選
んだのは、技術水準が高く、安定したサポートを求めたことが理由です。」

在庫検索のスピードアップにより顧客満足度が高まる
BYOD の展開も予想以上にスムーズ

店舗での運用はトラブルもなく、快適なエクスペリエンスを従業員に提供でき
ている。店頭で顧客にコーディネートの提案をしながら手元の端末で在庫を調べられるように
なり、来店した顧客からも好評だと高田氏は話す。
「当時はスマートフォンの業務利用が一般的ではなく、お客様から見たら、店員が携帯電話で遊
んでいると思われるのではという不安もありました。しかし、現場のスタッフが対応しながら、
上手な接客スタイルを見つけ出してくれました。その場ですぐ調べてくれるとお客様からの声
をスタッフから聞くと嬉しいですね。IT 部門があれこれ考えすぎるよりも、実際に使ってみる
ことが重要だったという好例でしょう。現場から、便利になったと評価してもらうと、こちら
のモチベーションも高まります。」
同社では、出張用などで会社から端末を貸与するときや、BYOD で端末を利用する際には、あ
らかじめ用意された誓約書を提出することになっている。紛失時のリスク管理、就業管理の一
環として必要なプロセスだと佐藤氏は話す。
「あくまで本人が希望して使うということを明確にして、きちんと記録を残すことを会社の方針
にしています。端末の OS は特に制限していないので、iOS も Android も使われています。会
社として BYOD を認めると、IT 部門の運用やサポートの負担が大きくなるのではないかとい
う意見もありましたが、実際にはほとんど手間はかかっていません。私物で使い慣れているこ
とも理由でしょう。予想以上に多くの社員が活用しています。

2011 年に運用を進めていたときに東日本大震災が起こり、その直後は BYOD からのリモート 

アクセスの利用率が大きく伸びました。そうした経緯もあり、いざというときにも役立つイン
フラとして、社内で広く理解が進みましたね。」

導入プロセス

導入効果



ちなみに、シスコのアクセス ポイントにしたことで、少し変わったメリットもあったと佐藤氏
は付け加えてくれた。
「以前の製品は店舗内の意匠の関係で、天井裏に設定していたんです。今回、事前の検証で電波
状態をできるだけ安定させるために、アクセス ポイントを表に出したのですが、シスコの製品
はデザインが非常にシンプルで美しく、これなら大丈夫と許可を得ることができました。店内
の意匠を損なわず、ベストな設置環境と両立できてよかったです。」

新しいワークスタイルの定着を促すとともに
より高い顧客満足の実現に向けた提案や取り組みを続ける

戦略的なインフラとサービスの整備、会社としての BYOD への対応など、ワー
クスタイルの変革につながる施策を展開してきた同社は、これらをより定着させていくととも
に、新たな取り組みにも目を向けている。佐藤氏は、当面の予定を次のように話す。
「情報システム部として掲げたビジョンの実現に向けて、スピード感を持って対応してきました
が、それをさらに根付かせていきたいですね。一方で新しい取り組みとして、スマート デバイ
スを使ったビデオ会議など、活用の裾野を広げていくことも検討していきたいと考えています。
シスコは、これまでもワークスタイル変革へのアプローチに積極的でしたが、今回私たちが進
めた取り組みにも合致する部分があると感じています。今後も、さまざまなヒントに結びつく
技術やトレンドの情報を期待しています。」
高田氏は、さらなる顧客満足の実現にスマート デバイスを活用できないかと考えており、整備
したインフラを活用した今後の取り組みにも積極的な姿勢を見せている。
「より多くのお客様に繰り返し足を運んでいただけるような魅力的な店舗づくりを進めるため、
今回のプロジェクトで整えた環境を活かして、さらに進んだサービスをご提供し、また、お客
様から嬉しい声を頂けるよう取り組んでいきたいと思っています。」

今後の展開

ワイヤレス LAN の運用管理を
簡便化、省力化する
Cisco CleanAir テクノロジー

Cisco CleanAirは、ワイヤレス LAN の状態を自
律的に最適化でき、通信の安定性、信頼性を保つ
電波資源管理機能も備える最新のテクノロジーで
す。ネットワーク管理者は、管理コンソール画面上
ですべての状態を視覚的に確認し、障害の原因特定
や、アクセス ポイントの設定変更による問題解決を
スピーディに行えます。
ユナイテッドアローズでは、以下のコンポーネントを
導入、活用しています。

構成コンポーネント

Cisco Aironet 3500 シリーズ アクセス ポイント

Cisco 5500 シリーズ Wireless Controller

Cisco Wireless Control System（WCS）

主な機能

無断で追加されたアクセス ポイント？　Bluetooth

デバイス？　電子レンジ？

リモートで設定変更、最適なチャネルの自動選択な
どスピーディに対応

電波の干渉源を知る

干渉を自動的に回避する
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株式会社 ユナイテッドアローズは 1989 年 10 月創業

の紳士服・婦人服および雑貨などの企画・販売を行う

ファッション小売専門店です。

Creating a New Japanese Standard を経営理念に

掲げ、ファッションを通して、世界に通用する新しい

日本の生活文化の規範となる価値観を創造し続けてい

ます。

そして「店はお客様のためにある」を社是に「お客様

のお役に立つ」、「お客様に得していただく」、「お客様

の要求を満たす」ためにまい進し、「お客様に喜んでい

ただく」正しいサービスを行い、お客様に満足を提供

する 3 要素「ヒト（接客サービス）、モノ（商品）、ウ

ツワ（店舗環境）」を徹底的に磨き上げ、お客様満足の

最大化に挑戦し続けています。
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