
導 入 事 例

導入前の課題

Microsoft Dynamics® CRM の導入で、営業やヘルプデスク、
監視・保守部門でお客様情報の一元管理を実現。
さらに、一部業務の自動化により効率の向上にも貢献！

営業やヘルプデスク、監視・保守部門の情報共有
日本ビジネスシステムズ株式会社 (以下、JBS) のマネージメントサービス部は、企業向けにシステムの監視、
保守サービス、クライアントの管理、保守、ヘルプデスク サービスを提供しています。その中で、今回 
Rapid Tracker から Microsoft Dynamics CRM への切り替えを行ったマネージメントサービスセンター
は、システムの監視・保守サービスを担当しています。
センターは 24 時間 365 日体制で運営されており、日々お客様のシステムに関わる問題解決を支援すると
共に、仮想化やクラウド コンピューティングといった新しいテクノロジーを含むサポート サービスを提供し
ています。
しかしこれまでは、営業やヘルプデスク、監視・保守部門で共通の顧客情報管理基盤がなく、情報共有に課
題がありました。

業務効率をもっと向上させたい
また、マネージメントサービスセンターの業務においては、レポートの作成など効率向上を見込める業務が
ありました。これらをシステム化することにより、顧客サービス品質の向上につなげることも導入のねらいで
した。

各部署でのエスカレーションの負荷を軽減したい
日本ビジネスシステムズ株式会社  マネージメントサービス本部  マネージメントサービス部  副部長  岡本
健氏は、「当社ではマネージメントサービス部門が 3 部署にわかれており、それぞれの部署へのエスカレー
ションが必要になってくる場合があります。エスカレーション業務の負荷軽減も課題の 1 つでした」と語り
ます。

Microsoft Dynamics CRM を選んだ理由

各部署でバラバラに管理していた顧客情報を共有するために
「マネージメントサービスセンターでは、Rapid Tracker を 2005 年から導入・運用していました。今回、先
行して Microsoft Dynamics CRM を 導入し 運 用 を 開 始していた 営 業 部 門、こ れ ま でも Microsoft 
Dynamics CRM を使用していたヘルプデスクに加えて、マネージメントサービスセンターでも同一基盤を
導入することで、これまでバラバラのシステムで管理していた顧客情報を共有できると考えました」と岡本氏
は説明します。

JBS の現状の業務形態にジャストフィットした CRM
「これまで運用を続けていた Rapid Tracker は、運用管理ツールとして大変優れた機能を備えています。
しかし、マネージメントサービスセンターだけでなく、ヘルプデスクはもちろん、営業部門の営業支援も視
野に入れた情報共有を考えた場合、Microsoft Dynamics CRM が今の JBS にとって最適と考え、切り替
えを決めました」と岡本氏は導入の経緯を語ります。
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設立 1990 年 10 月 4 日
資本金 237 百万円
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企業紹介：

何よりも「お客さまにとって最良のシス
テム・最善のサービスを」と発想してい
く。企業の情報システム上の課題は何
か、エンド ユーザーは IT 利用に何を
求めているか、企業活動にとって最適
かつ最高のシステムとは何か…。
日 本ビジ ネス システム ズ 株 式 会 社 
(JBS) は創業 20 周年を迎え、さらに
一層お客さまの立場から課題を考え、
既存の価値観にとらわれることなく提
案し、常に戦略的で実践的な情報シス
テムを、高い技術と豊富な実績に基づ
いて高レベルの IT サービスとして実現
することを心がけています。

事業内容：

●システムインテグレーション

●IT サービス

●アプリケーション開発

●ERP/CRM ソリューション

プロジェクト概要
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『 20 年の歴史を持つ
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導入ソリューション概要と導入効果

自社設置型で 50 ユーザーからのスタート
JBS の関連会社である JBSソリューションズ株式会社 (以下、JBSソリューションズ ) UXDソリューション
部 UXDコンサルティンググループの北村京氏は、導入担当者としてプロジェクトに関わりました。

「Microsoft Dynamics CRM の導入は、営業部門では営業支援、マネージメントサービス部門ではコールセ
ンター /ヘルプデスクでの活用で自社設置型、合わせて 50 ユーザーから始めました。本プロジェクトでは、
ほとんどマイクロソフト社のサポートを受けずに実装を進めましたが、権限やエンティティ構造など、要に
なる部分でもっとマイクロソフトのサポートを受ければよかったと感じています」と北村氏は語ります。

現場のリアルな声も聴けて非常に有益だった導入テスト
導入テストについて、北村氏は次のように語ります。「導入にあたり、各ユーザーには周知徹底を行い、受け
入れテストからご参加いただきました。各部署から代表メンバーを選出していただき、初めに代表メンバー
の方々に操作マニュアルを使用した説明を行い、受け入れテストへと進んだのです。受け入れテストでは、想
定シナリオをお渡しし、シナリオを基に行っていただきました。テスト用のインシデントはユーザーに選別し
ていただき、擬似的にケースの作成から Close までを行いました。受け入れテストには JBSソリューション
ズの導入メンバーも参加してテストを円滑に進めることができ、現場のリアルな声を聴くことができました。
このお声は、今後の業務改善や新たなご提案に繋がる有益な情報と感じています」。
さらに北村氏は付け加えます。「今回は Rapid Tracker というインシデント管理専用のシステムを使用して
いたこともあり、Microsoft Dynamics CRM への切り替えで機能レベルを落とさず、しかも業務メリット
が出るよう工夫をしました。また、当初から担当者の皆様にご参加いただいたので、プロジェクトを円滑に
進めることができたと思います」。

顧客情報の一元管理が実現、カスタマイズも容易に
「おかげでヘルプデスクや監視・保守サービスといった複数のサービスをご利用いただくお客様の情報を一
元管理できるようになりました。ビューやレポートなど、利用者レベルでのカスタマイズが容易なことも利用
者の評価が高い点です」と岡本氏は笑顔で語ります。

レポートの自動化をはじめ業務効率アップも実現
「また、Microsoft Dynamics CRM は画面やプログラムの柔軟性も高く、スムーズに前ツールからの移行が
できました。運用上の課題だった部署間の連携も強化されたことに加え、レポートの自動化などによる業務
効率の向上にも貢献。人的コストの大幅な削減が実現できています」 (岡本氏)。

各部署でのエスカレーション時の負荷を軽減
さらに岡本氏は続けます。「マネージメントサービス部門の課題であった 3 部署それぞれでエスカレーショ
ンが必要なケースも、複数システムを 1 つのシステムに統合したことを活かし、エスカレーション業務を行
うスタッフの負荷を軽減しました」。

今後の展望

エンジニア部門との
共有ツールとして活用したい

「今はサポートセンター部門のみの展開で
すが、エンジニア部門との共有のツールと
しても活用していければ良いと思います。
今後は、Microsoft Dynamics CRM の持
つ API を活用して、顧客向けのポータル
サイトとの連携や、監視システムとの連携
などを進めることで、より一層のサービス
レベル向上を目指します」と岡本氏が語る
ように、JBS の "カスタマーファースト" 
は、さらなる進化を遂げる勢いです。

シス テム 概 要

所在地 〒105-8578
 東京都港区芝 3-8-2
 芝公園ファーストビル 13 階
TEL (03) 5419-4800
URL http://www.jbssol.co.jp/
設立 2007 年 11 月 6 日 

資本金 6,000 万円
従業員数 150 名

事業内容：

• 業務 ＆ IT コンサルティング
• システムインテグレーション (BPM/ 

CEM/PLM/CAE/生 産管 理 / 在 庫 管
理 (ERP))

• ソフトウエア & サービスの受託開
発、運用サービス

• ビジネスプロセスアウトソーシング
サービス ( 商品企画 ＆ 開発 /IT 運
用/オフサイト運用/コールセンター)

• オフショア開発サービス (組込系開
発/Open 系開発)

• Web マーケティング & Web デザイ
ン、開発

日本の産業界におけるグローバルな競
争力を強化するため、お客様の企業品
質を高めることを目標としたソリュー
ションやサービスをタイムリーに提供
し、お客様の競争優位性向上と事業成
長性に寄与すると共に社会に感謝され
尊敬される企業となることが JBS ソ
リューションズの願いです。

「Rapid Tracker から Microsoft 
Dynamics CRM への移管で機能レベ
ルが落ちることなく、業務メリットが出
るよう心がけました」

UXD ソリューション部
UXD コンサルティング
グループ
北村 京 氏
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