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㈱リサーチアンドソリューション 「新価値創造展 2014」に出展
当社グループの事業会社である株式会社リサーチアンドソリューション（本社：福岡県福岡市、社長：
美濃部 直樹）は、2014 年 11 月 19 日（水）～11 月 21 日（金）の 3 日間、東京ビッグサイト（東京・
お台場）で開催される「新価値創造展 2014」に出展いたします。
本展示会は、新市場・新産業の創出へ向けたグローバルニッチな技術の異分野融合や、大企業を含むオ
ープンイノベーションによる新商品開発などを「新価値創造」として重視し、この動きを中小企業に展開
する目的で開催する総合展です。昨年度は、テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」ほか日本経済新
聞、日刊工業新聞、産経新聞等、多数のメディアで紹介されました。本展示会への出展により、同社が提
供する各種スマートデバイス向けソリューションの、業界向けマーケティングと集客を行います。
《開催概要》
出展期間
会
場
公式サイト
出展情報

：2014 年 11 月 19 日（水）～11 月 21 日（金）
：東京ビッグサイト（東京・お台場） 東 2・3 ホール
：http://shinkachi.smrj.go.jp/
：http://smrj.force.com/matching/matchingsyllabaryorder
以 上
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地図に紐づく膨大なデータをスマートデバイスで手軽に共有！
スマートデバイスを使い、位置情報・テキスト情報・各種ファイルを関連付けてクラウドサーバで保管。
そのサーバを通じて、スマートデバイス・パソコンで瞬時に共有。SOCOCAは、登録した顧客情報・折衝状
況の外出先での確認や、リアルタイムな営業情報・現在地周辺の顧客検索などができ、効率的に営業活動やマ
ーケティングデータの収集・分析が行えます。また、災害発生時の現場写真をリアルタイムにWEB上で共有す
ることで、被災地の迅速な状況把握や居場所を伝える安否情報共有システムとしてなども利用できます。
近年では、道路や橋梁などの長寿命化計画における巡回点検などにも活用が広がっています。

Point ① 作業の負荷軽減
スマートデバイスを利用する事で、外出先からの情報登録、閲覧が可能です。端末で登録さ
れた情報は、通信環境が正常であれば、数秒後にはパソコンのWEBブラウザで閲覧できま
す。事務所に帰ってからのパソコンへの再入力作業が不要になり情報共有にかかるコストが
殆ど無く、多人数間での情報共有にも有用です。

Point ② 情報分析時間の短縮
クラウドサーバに保管されたデータは、WEBブラウザにアクセスし、地図上の登録データの
状況確認が可能です。また、サーバに保存されたデータはCSVファイル形式で出力が可能で
すので、表計算ソフトを利用した案件情報の進捗分析や情報の傾向などマーケティング分析
にもご利用頂けます。

Point ③ 様々な用途への活用
登録するデータ属性は用途に応じて自由に項目編集できますので、ビジネスに必要な情報を
登録するツールとして活用したり、を配信する等の様々な用途でご利用頂けます。

アプリケーション概要
GPS衛星
③SOCOCAサーバに
データを格納

①スマートフォンに
てデータ登録

スマートフォン
タブレット

②キーワードと位置情報
を付与してデータ送信

SOCOCAサーバ
④閲覧者はWEBにて
データを検索・閲覧

アプリケーションの主な機能

Webブラウザ

画面イメージ
SOCOCA WEB画面

■各種検索機能（キーワード・種別・エリア・日付指定）
登録時に付与した任意のテキストによって様々な条件で検索が可能。カテゴ
リ別に情報を絞り込んでの表示や指定した日付、半径○km圏内情報などで
抽出する事ができます。

■自動再送信機能
スマートデバイスからサーバへのデータ登録時、圏外であってもデータは端
末内部に蓄積され、圏内エリアで再送信送信が可能です。

■データ出力機能
データリストはCSV形式でのファイル出力が可能。表計算ソフトを使った分析
が可能です。

詳細情報、一覧画面

■履歴機能
一度登録した情報に対し、履歴として情報を編集・追加することが出来
るため、営業折衝の記録や現地調査業務での経年変化の確認など、時間
軸での管理が可能となります。

動作環境
■OS
PC
・Windows７以上
スマートデバイス
・Android™4.2、4.4
・iOS 7.0以降

SOCOCA スマートフォン・スマートデバイス画面

■Webブラウザ
・Google Chrome ver．35以降
・Internet Explorer ver．9・10・11
・Mozilla Firefox ver．35以降

●記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
●このカタログの内容は、2012年05月現在のものです。
●製品内容については予告なく変更する場合があります。
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開発元

お問い合わせ先

株式会社リサーチアンドソリューション 東京本社
システムソリューション事業部 営業部

Web： http://www.rands-co.com
東京本社： 東京都渋谷区本町4-12-7 泉西新宿ビル ５階
TEL 03-6311-8356 FAX 03-6311-8359 〒151-0071
福岡本社： 福岡県福岡市博多区上呉服町12-33
TEL 092-281-5729 FAX 092-281-5744

〒812-0036

TEL : 03-6311-8356
FAX：03-6311-8359
E-mail : rs-itps@rands-co.com

スマートデバイス設備点検クラウド
Facility Inspection Cloud for Smart Device

チェックノート

現場点検でのスマートフォン・タブレット端末活用で
設備点検業務の効率化・迅速化・省力化を支援
設備点検クラウド「CheckNote」は、スマートデバイスとクラウドサービ
スを活用した各種設備点検業務を支援するサービスです。
事前準備・点検実施時の結果入力・事後取りまとめ作業・報告書作成など
における担当者の円滑な作業を支援し、担当者の負荷軽減・効率化・スピ
ードアップ・精度や品質向上などの様々なメリットが見込まれます。

Point 1. 作業員の負荷軽減
デジタルカメラ使用時には、現場からの帰社後、手作業で行っていた帳
票への写真添付作業は全て自動化。端末での入力結果は直接データベー
スサーバに転送される為、PCでの転記作業が不要となり大幅な省力化と
ヒューマンエラー防止に繋がります。

Point 2. トータル時間の短縮
点検結果は、現場からデータ通信によってクラウド上のデータベースに
アップロード。報告書がほぼリアルタイムで作成され、従来の帳票作成
に要していた時間が大幅に短縮されます。

Point 3. 精度・品質の向上
点検結果入力は選択方式によって均質化・標準化。また判定結果に応じ
た強制写真撮影モード移行機能や、％表示による点検進捗確認機能によ
って、チェック漏れの防止が図れます。

点検現場

事務所

１．点検結果を紙面に記録
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入
前

デジタルカメラ

２．PCで点検結果を転記

？

調査票（紙）

出力帳票・
管理PC
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入
後

３．帳票上で集計・分析

点検担当者

集計・分析
担当者

！

スマートフォン・
タブレット端末

１．点検結果を端末に入力

２．WEB上で集計・分析

■機能・画面詳細
■WEBアプリケーション

WEBアプリケーション
ユーザ認証
点検業務計画策定

ログイン、ログアウト、パスワード変更

・点検項目一覧

業務表示、追加、編集、コピー、削除

施設管理

点検対象施設表示、追加、編集、コピー、削除

施設内設備管理

施設内設備編集、マスター保存、点検履歴表示

設備管理
帳票
参考資料
ユーザ管理
システム

設備表示、追加、編集、削除
帳票表示、ダウンロード、追加、編集、削除
参考資料表示、追加、編集、削除
ユーザ表示、追加、編集、削除
端末管理：端末一覧表示・登録解除

・設備一覧

スマートデバイスアプリケーション
初期動作

利用許諾、アクティベーション、ユーザ認証

点検切替

定期点検／日常点検

業務(点検計画)

■スマートデバイスアプリケーション

■出力帳票様式

データ更新、並び替え

施設

一覧表示、一括入力・クリア、諸元、写真

設備

一覧表示、一括入力・クリア、諸元、写真、資料

点検項目

一覧表示、一括入力・クリア、詳細、写真、資料

・点検項目

■利用用途
ビルメンテナンス、設備点検

電気通信設備、空調設備、給排水設備、消防設
備、昇降機設備、遊具点検、不動産空室点検

インフラ点検

・対象設備

各種構造物（橋梁・トンネル）、道路、標識

保安・警備点検

警備定期巡回、港湾、防火・防災、駐車場管理

清掃・衛生

建築物内部(床、トイレ等)・外部(外壁、窓等)

動作環境

システムプラン

■OS
PC
・Windows７以上
スマートデバイス
・Android™4.2、4.4
・iOS 7.0以降

■Webブラウザ
・Google Chrome ver．35以降
・Internet Explorer ver．9・10・11
・Mozilla Firefox ver．35以降

構成

クラウドサービス

オンプレミス

アプリケーション

スマートフォン、タブレット
アプリ、WEBアプリケーションを
月額利用料で提供

スマートフォン、タブレット
アプリ、WEBアプリケーションを
初期ライセンス料(売り切り)で提供

帳票出力

個別帳票の作成可能
(ユーザー独自or委託)

個別帳票の作成可能
(ユーザー独自or委託)

初期費用

小／初期登録費のみ

大／サーバーソフトウエアライセ
ンス分

運用費用

小／月額利用料（年間契約）

中／保守料（年間）

想定ユーザ

小規模～大規模・複数チーム
拠点が多い、事務所との距離が遠
いなど様々なケースで利用可能

セキュリティ上自社内で
構築、管理を行いたい
開発費用をおさえたい

●記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
●このカタログの内容は、2014年1月現在のものです。
●製品内容については予告なく変更する場合があります。
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開発元

お問い合わせ先

株式会社リサーチアンドソリューション 東京本社
システムソリューション事業部 営業部

Web： http://www.rands-co.com
福岡本社： 福岡県福岡市博多区上呉服町12-33
TEL 092-281-5729 FAX 092-281-5744

〒812-0036

東京本社： 東京都渋谷区本町4-12-7 泉西新宿ビル ５階
TEL 03-6311-8356 FAX 03-6311-8359 〒151-0071

ＴＥＬ：０３－６３１１－８３５６
ＦＡＸ：０３－６３１１－８３５９
Ｅ－ｍａｉｌ：rs-itps@rands-co.com

