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ゆっくりと開いてください
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【はじめてのグループウェ
ア】スケジュール管理か
ら社内コミュニケーショ
ンまで活用方法を解説

kintone（キントーン）
の
基本を徹底解説
サイボウズ エバンジェリスト
田村 悠揮

サイボウズ エバンジェリスト
渋谷 雄大

ヤンマーエンジニアリン
グの kintone活用と業務
改善の風土作り

サイボウズ カスタマー本部 飛
石 栞里

パッケージ版サイボウズ
Ofﬁceユーザーの
「これか
らどうしたらいいの？」
に答えます

kintone＆ Garoonユー
ザー登壇！
導入から使い分けまで学
べる特別座談会

＜ハンズオン＞【最新の
Garoon情報が詰まった
110分】操作しながら学
ぶ、新機能とワークフロー

サイボウズ共同創業者 サイボ
ウズ Ofﬁce生みの親 畑 慎也 /
サイボウズ Ofﬁceプロダクト
マネージャー 河合 真知子/サ
イボウズ 渋谷 雄大

モデレータ：TECH.ASCII.jp編
集長 大谷 イビサ 氏 / ゲスト：
調整中

サイボウズ システム コンサル
ティング本部 佐貫 友栄

社長・青野のテレワーク術
を大公開！ 組織の一体感
を高める「プロセス公開型
マネジメント」って？

スケジュールで業務の可
視化や顧客管理 サイボウ
ズ Ofﬁceの活用度を高め
る次の一手

導入担当者が語る、創業
120年のロート製薬での
kintone活用と定着まで
の取り組み

サイボウズ 代表取締役社長 青
野 慶久 / サイボウズ 3年目社
員 山田 翠

サイボウズ Ofﬁce エバンジェ
リスト 山田 拓史

ロート製薬 DX戦略デザイン
本部 柴田 久也 氏

ヤンマーエンジニアリング 企
画管理部 企画管理G 紀平 智志
氏
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行動モデルと事例から学
ぶ！ kintoneを社内に定着
させるために大事なこと

本気で
「働く」
を
アップデートしたいあなたに贈る
処方箋
圓窓 代表取締役 澤 円 氏

コロナ禍で求められた、変化に強い
バックオフィス
ーーサイボウズ人事労務が激動の
2021年を振り返る

サイボウズ アトツギカイギ
『社員が愛着を感じる 会社づくり
に挑む！ 後継ぎ経営者たち』

サイボウズ 人事労務部 野間 美賀子 /
モデレーター :サイボウズ 深澤 修一郎

野原興産 野原 和憲 氏 /
メカ 代表取締役社長 大城 洋美 氏 /
サイボウズ 飛石 栞里

【中小企業経営者 × サイボウズ代表
青野】サイボウズ Ofﬁceで本当に成
果出てますか？

経営者が語る。
IT担当者 不在の普通
の中小製造業 でもできた、
kintone
で「見える化」
第一歩

2030年 会社はどうなる？
昭和おじさんがサイボウズで学ん
だこれからの組織とIT

サイボウズ 代表取締役社長 青野 慶久 /
un. 代表取締役社長 湯浅 一也 氏 /
入交電設 取締役 隅 つばさ 氏

三田理化工業 三代目経営者 千種 純 氏 /
サイボウズ kintone エバンジェリスト 田
村 悠揮

サイボウズ コーポレート ブランディング
部長 大槻 幸夫
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アプリのお気に入りは、
画面右上に表示される
ピン（
）をクリックすると、
登録できます。
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現場の運 用で分からないことがあれば、現場に
同行して、実際に見てもらうなど、親身になって
対応してもらえるところ
ちなみに「Strution」のことは「Cybozu
Days」への参加をきっかけに知ったんだとか！
（Cybozu Daysの詳細はP1〜4をチェック！）

「Strution」のサービスの1つである「ワークショップ(全
3回)」を実施。業務改善のプロが作ったフレームワークで
話し合うことで、現場に眠っていた課題を言語化でき
た！「情報共有」や「ノウハウの有効活用」といったお悩み
に対応する「日報アプリ」を作成・運用することで、年間
24日の工数削減につながった！

ECサイト管理システムに連携するシステム
をkintoneで構築する必要があったものの、
当初はkintoneをまったく知らなかったため
不安がありました…
アプリ作成については「ベンダーにすべてを
作ってもらうことは避けたい」
「 状況に応じて
柔軟に変更できるようにしたい」という思い

「Strution」では少しずつリリースする「アジャ
イル方式」で開発を進めるため、使いながらその
都度相談や変 更を繰り返し、最 適なシステムが
できるところ
「何かあれば助けてくれる」という安心があり、ど
んどん新しいアプリ作成ができているんだとか！

がありました。

kintone内の情報を社外に共有するた
め、CSVファイルの書き出しやメール
送信といった作業に課題感がありまし
た。でも、日々の業務をこなしながら
kintoneの勉強やアプリ開発に時間を

業務課題の整理や、システム設計、利用定着のノウハ

割くには無理があって…。専任のIT担

ウを伝授してくれるのが「Strution」のよさ。

当者を採用するにも時間がかかるので

業務にもっとも詳しい自分たちが主体となってアプ

はないかと悩んでいました。

リ作成しながらも、わからないことがあればすぐに
相談できる存在として「Strution」が大活躍した！

直近の課題だけでなく、事業内容を深く聞いて、
同社のビジネス変化に合わせて一緒に考えてくれ
るところが素敵。長谷川センパイいわく「まるで
当社のIT担当者が来てくれた様です」とのこと！

「Strution」でkintone内の情報を外部公
開できる連携サービスを複数ピックアッ
プ。しっかり動作検証をした上で、ピッタ

月額定額制で都度 契約する必要がなく、いつで
も気軽に要望を相談できるのがうれしい！

ミューチュアル・グロース社の「Strution」を利用したセンパイのお話はいかがでしたか？
kintoneのプロが、継続的に業務改善を伴走してくれるって心強いですね♪
全国350社を超えるオフィシャルパートナーがいるから、
ぜひ自社にぴったりな伴走サービスを探してみてくださいね！

リな製品を提案してもらった結果、困って
いた情報連携の作業時間がほぼゼロに
なった！
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