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• 小売、流通店舗でのネットワークへのニーズ

• サービス業のデジタル変革



出所：人口問題研究所 「労働力人口の将来推移」

少子高齢化により人口減少が続き、2030年には15～64歳が今より1,250万人減少する
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多くの企業が変革のニーズを抱え、イノベーション/ コミュニケーションは重要テーマとして認識

出所：デロイト トーマツ コンサルティング 「ワーク スタイル実態調査2015」を基にウフル作成

ワーク スタイル変革への取り組み度合い

既に実施済み

変革を検討したが、断念

変革へのニーズを感じており、
現在実施中

検討の経緯がなく、
現在も導入していない

変革へのニーズを
感じているが実施していない

変革へのニーズを
感じておらず実施していない
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ワーク スタイル変革で期待する効果
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企業におけるワーク スタイル変革への注目度



選択制の人事制度

ダーツで席決め

リモート ワーク本格導入

残業しなくても残業代

オフィスワークを前提としたストーリーが多い 一方で・・・

某ファーストフード
ワンオペ問題

EC物流増加による
運輸事業者の悲鳴

サービス業に”潜入取材”して
記事にする週刊誌

よく耳にするワーク スタイル変革事例



出所：週刊現代 「意外と長時間労働の会社」実名公開！有名企業50社を総力調査 より抜粋

会社名、年代、職種 月の残業時間 実態
長時間労働について

どう思うか

大手アパレル
40代・店長

最大80時間
規定の労働時間では仕事が終わらず、
内緒で残業

D社の事件も身近な問題のように
感じる

大手家具・日用品販売
30代・商品企画

45時間前後
残業が月30時間を超えるとメールで
警告

新商品のプレゼン前は
規定ぎりぎりまで残業する

大手百貨店
40代・商品企画

90時間程度 サービス残業がある 労働時間の長さは気にならない

大手ファミレス
40代・店長

100時間超 外食産業はどこもブラック
働き方改革が進むと勤務体系の
維持は難しくなる

似た業種でも オフィスワーク と 現場ワーク で差がある！？

小売・飲食店従事者の声



米企業は競争的な環境下で適切なＩＴ（情報技術）資本の導入と人的資
本の蓄積により、生産性の改善を実現したと指摘する。以上をまとめる
と、生産性向上のキーワードとしては規制、国際化、ＩＴ

サービス産業のＩＴ投資を妨げる要因は何か。サービス産業は製造業
より．．．
経営者のＩＴスキルや助言者の不足がＩＴ導入を妨げているという。また、
導入効果の検証を含めて社内のＩＴ投資を管理する人材の不足や、導
入
コスト負担の大きさも足かせとなっている。
生産性は産出（分子）と投入（分母）の比率であり、ＩＴの活用は分母・
分子双方に作用して、生産性向上に寄与する可能性がある。
最近では経済産業省がサービス産業のＩＴ活用の具体的な取り組み
事例や生産性向上のためのガイドラインを示している。

情報不足によりＩＴ導入に消極的なサービス産業の中小企業にこうした
情報を提供したり、ＩＴ人材を社内で育成するためのコストを支援したり
する必要性は依然として高いだろう。

＝若手人材の確保、育成面、事業継続性でもマイナス
＝ITの理解と活用

2017, 4 日経新聞

生産性の比較



働く場所

働く時間

服装

姿勢

道具

自己裁量

コミュニケー
ション

机があるところ（オフィスとは限らない） 店舗など決まった場所

わりと定期的 かなり不定期

ドレス コードを守れば自由 決められた服装の場合もある

基本的に座っている 基本的に立っている

PCやスマート デバイス 業務用の特殊端末が多い

比較的多め 比較的少なめ

非同期（メールなど）が多い リアルタイム中心

オフィス ワーカー 現場ワーカー

自由度・裁量に大きな差がある

オフィス ワーカーと現場ワーカーの差



物が売れない時代に・・・・

高度成長期＝ 需要100 ＞ 供給70

（何でも物が売れた時代：白物家電）

経済安定期＝ 需要80 ＜ 供給120

（高齢化が加速、消費が減り 競争が激化）

2005年 2008年 2017年現在

売り手市場 買い手市場

以前



⑦シンプル、安定、セキュリティ

小売・流通・サービス業でのネットワークの必要性

コミュニケーション改革
業務用タブレット、スマホ

① ②

④

BYOD
テレワーク

クラウド活用
クラウドPOS
クラウド会計
グループウェア
CRM

お客様向けFree Wi-Fi
観光向けSNS活用

IoTによる
新たなイノベーション

⑥デジタル・マーケティング

統合ネットワーク
運用コスト削減

③

⑤



本社、本部 店舗

売上報告
業務報告
企画ブレスト
社内外の勉強会、トレーニング

スタッフ、アルバイト

本部・店舗間

シフト調整

シフト共有・調整
コンプライアンス遵守

スタッフ
（従業員、アルバイト）

店舗内利用
申し送り

取引先

本部・取引先間

仕入れ状況
価格変動
お勧め製品
共同企画・研究

外出先

移動中・在宅

巡回中の会議参加
テレワーク

オフィス以外の現場スタッフとの ITデバイスを活用した一貫したコミュニケーションの仕組み提供と、その有効な
使い方運用管理が求められている

顧客

①サービス現場働き方改革

業務マニュアル
オペレーション支援
安否確認

現場指示書、伝票、マニュアルのデジタル化と
双方向ビデオ コミュニケーション



見る 現場での素早い情報共有
メールより早く 簡単に
コミュニケーション

大事な事は顔を見て声を聞いて決めたい！だけど集まる時間がない！！

直感でかんたんテキストや資料で伝えられる、伝わる

マルチ デバイス対応
アプリ内で Office ファイルをプレビュー
データは全て暗号、通信も全て暗号
一人 5GB の大容量でファイルもらくらく添付
ホワイトボード機能で手書きにも対応

ボタンを押せばすぐにビデオ コミュニケーションが始まる

共有

Cisco Spark で現場改革

スタッフのチーム コミュニケーション



MM総研(2016年3月末)調査より

②クラウド サービスの活用（例）



Wi-Fiの「Facebookチェックイン機能」による集客効果(例）

世界の約13億人が利用している
Facebookを使ってフリーWi-Fiが使える

来店者はお店のFacebookに”チェックイン”するだけで
簡単にWi-Fiが利用できます

1人の”チェックイン”で100人にお店のこ
とを知ってもらえます

Facebookユーザの平均友達数は約100人と言われて
おり、日本だけでなく世界中にお店のことを知ってもら
えます

数百万円～数千万円かかるFacebook
広告の効果が期待できる

アクセス ポイントの月額費用にFacebook Wi-Fi機能
が含まれているため、無料で広告効果を期待するこ
とができます

“Aさんは「xxxxxお店」に
チェックインしました”

NTT cafe

Facebookアカウントを持って
いない場合は、「Wi-Fiコードを
使用」をタップして利用可能

お店のFacebookに
“チェックイン”してＷｉ-Ｆｉを利用

③お客様向けFreeWi-Fi



エリア関連分析

エリア別滞在時間

どのエリアから来て
どのエリアへ移動したか

混雑状況ヒートマップ

④IoTサービス活用



無料Wi-Fi
サービス 新しい収益（付加価値提供）モデル

業務利用
（POS等）

PCI DSS対応

⑤統合化されたWi-Fi環境で付加価値提供
• 顧客に新たな付加価値を添えるために、Wi-Fiをベースとした共通プラットフォームを整備し、その上に
様々な顧客向け、業務向けICTサービスを重畳することが必要であると考えています

統合されたWi-Fi環境

aa

店舗内の今後を見据えた無線LAN化

サイネージPOS お客様 センサ サービス

通信ネットワーク IoTセンサー ネットワーク

ネットワークは単なる針金ではなく、様々な価値を付加提供できるものに変化している



様々な業務サービスを統合ネットワークで管理
する
• 構築がサイロになり易い店舗、拠点のシステム、サービスを統合ネットワーク インフラでまとめ、

管理することにより、構築、管理コストを高効率化する

キオスク サイネージ電力、給水など

増殖し、サイロ化したシステム

IP監視カメラ

キオスク

店舗 統合ネットワーク システムによる一元管理

空調

セキュリティが担保されたIPインフラ

空調、照明

電源

複合機

監視カメラ

無線LAN

電話

タブレットスマホ

パソコン

携帯

ビデオ会議

空調、LED照明

＊ケーブル削減



⑥デジタル マーケティング

スマイルズ様は、首都圏を中心に複数のブランドで店舗を展開しており、80 以上の店舗運営（2015 年
5 月現在）。それらの店舗で必要となる業務端末やPOS端末を含めた運用について同社では次のような
課題を抱えていた。

●社内 ICT の運用管理に携わる人員が非常に少なく、人的リスクの回避が不可欠

●多数の店舗で用いる業務端末（タブレット、PC）の増加、ネットワークの管理が煩雑

●各店舗への速やかな展開、構築を可能にするため、極力自動化を図ることが必要

「当社のネットワークやシステム、アプリケーションの企画、開発、運用保守は私を含め 2 名で対応しており、
人員、時間共にリソースは不足していました。万一の場合などに ICT 関連の運用レベルが大きく下がってしまうと
いう問題があり、それを解決するために運用負荷を下げられそうなクラウド型のソリューションを検討していました。」
検討は 2013 年頃から始めていたのですが、良いと思えるものは なかなかありませんでした。

スマイルズ様（スープストック トーキョー）の事例



クラウド型ソリューションによる解決
①タブレットを活用した、クラウド型のPOSシステムの採用により、全店を一元管理

→クラウド型POSシステムの採用

②タブレットを含む業務端末をセキュアに接続する、クラウド型ネットワークの採用
→Wi-Fiセキュリティクラウド（CiscoMeraki）の採用

「これこそ求めていたものだと直感して、その場で採用を決めました、店舗のデバイスをクラウドで統括的に
管理できること、必要な機能がすべてそろっていること、セキュリティ含めた運用やインフラ管理に通じた人
たちが開発したソリューションということが、ダッシュボード（管理画面）を見てすぐに理解できました。」

「使いやすく、業務効率やコスト効率の改善に注力でき、これから店舗が増えていく中で当社の求めるシステ
ムに最適だというインスピレーションが非常に大きかったですね。」

「1 年以上悩んでいたことが 1 日で解決してしまうほどにインパクトがあるソリューションでした。」

「今後のビジョンも評価のポイントです。」



① APのWi-Fiエリア内に入った

モバイル端末数
Passersby・・・5分未満滞在
Vistors・・・5分以上滞在（②③で詳細分析）

Connected・・・Wi-Fiに接続

② Visitorsの滞在時間
6+hrs・・・6時間以上
1-6hrs・・・1〜6時間
20-60mins・・・20〜60分
5-20mins・・・5〜20分

③ Visitorsの訪問頻度
Occasional・・・たまに訪問
Weekly・・・毎週訪問
Daily・・・毎日訪問
First time・・・初めて訪問

①
店舗への来店数

来店者の滞在時間
②

③来店者の訪問頻度

1日前、1週間前、1ヵ月前、期間指定、の選択が可能

来店者のモバイル端末のＷｉ-Ｆｉ電波を検知して来店数や滞在時間を把握できます。
- 来店者がWi-Fiに接続しなくても、モバイル端末のWi-Fiを”オン”にしているだけで把握可能です。
- ダッシュボードは専用のWEBページからログインすることで閲覧できます。

クラウドWi-Fiのダッシュボード（位置情報解析画面）



光等
VPN

データセンターWEBサイト等

既設ルータ

既設POS

来店者用
来店者向けＷｉ-Ｆｉ

Facebook Wi-Fiやパスワード認証など、１つのAPで複数
のサービスを提供

Facebook認証を利用しないユーザ
（中国人のお客様等）

Facebook認証
(Facebook Wi-Fi)

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ認証

来店者用

店舗システム

店舗

Facebook認証ユーザ

１台のAPで、「業務利用
（店舗システムへの接
続）」と「来店者へのWi-Fi
提供」を実施する

業務用

タブレット等

・他店の在庫も確認可能
・他店の在庫をスピーディー
に取寄せ

B店

C店

全店の在庫確認やPOS納品確認作業

タブレット等

納品された商品をスピーディーに
確認

業務用

荷札

荷札

荷札

荷札

クラウド管理型
ネットワークの利用

電波干渉を防ぐ
電波管理

⑦店舗でのセキュリティと安定性の確保



サービス業へのデジタル変革の必要性

近未来予測

サービス工学

観光工学
 混雑予測

誘客・送客

オープン データ

 天気予報

 電車乗り換えアプリ

スタッフ、アルバイトの最適シフト
• 生産性の向上
• ワーク ライフ バランス
• 人手不足対策
• シニアいきいき活用
• サービス向上
• 売り上げ向上
• 在庫圧縮
• 原価低減

 カーナビ

 現場のリアルタイム情報

リアルタイムなアクション もたらされる効果

 来店客予測

 リアルタイム
位置情報

IoT BI AI MA Action

PDCAを高速で回す仕組み

 統計情報

 動線把握・分析

 需要予測

Outcome

Network As a Sensor



すべてを解決するクラウド管理型ネットワーク

Merakify = メラキる

グローバルのリテール業界での成長 NO.1



Cisco | Apple  中小企業ビジネスのモビリティを
加速



• 事務処理を減らす
• 記憶しておく
• 時間短縮する
• 顧客管理、マーケティング
• スタッフのコミュニケーション向上

ICTで効率化できること

⇒ ICTに任せる、うまく活用

• 接客時間を増やす
• おもてなし、サービス向上

• お客様を増やす取り組み
• 顧客単価を上げる

より人でできることに時間をかける

⇒ 売上向上を目指す

⇒ 人によるサービスを向上

生産性、サービス向上、売上向上



• 厚生労働省 職場意識改善助成金（テレワークコース)   VPN装置等 150万円上限 予定

• 経済産業省 サービス等生産性向上IT導入支援事業 100万円上限 実施中

• 経済産業省 地域未来投資促進事業 予定

（革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金）

• 中小企業庁 消費税軽減税率対策補助金 クラウドPOSなど 周辺装置 2/3補助 実施中

• 国土交通省 宿泊施設のインバウンド対応支援事業 予定

• 東京都 宿泊施設の外国人旅行者受入環境整備支援補助金 実施中

（ご参考）助成金の積極的な活用




