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あ ら ま し

富士通フロンテックの流通サービス部門では，流通業のお客様におけるICTを活用した
運用のライフサイクルマネジメント化を推進し，お客様と価値基準を共有化したビジネス

パートナとしてアウトソーシングサービスを提供している。POS（Point Of Sale）端末な
どの製品開発・製造を行う部門と強固に連携し，豊富な経験と実績に基づく万全なサポー

トにより，お客様へ安心・安全を提供する。また，流通業の各業態に合わせた様々なユー

ザニーズに対応するべく，お客様の店舗システムの導入・運用・保守のライフサイクル

を支援するライフサイクルマネジメントサービスを提供するとともに，店舗システムの導

入・運用に精通した専門技術スタッフが，お客様の悩みを，安価で効率的な質の高いサー

ビスで解決する。

本稿では，流通サービス部門の業務紹介と，2012年2月より提供を開始したハード・ソ
フト・導入展開から稼働監視・システム運用・保守までの全てをお任せいただく，業界

初のクラウドPOSサービスである量販店向けPOSシステムサービス：TeamCloud/Mにつ
いて紹介する。

Abstract

Fujitsu Frontech’s Retail Outsourcing Services promotes life cycle management 
of customers’ operations in the retail industry by making use of information and 
communications technology (ICT), and provides outsourcing services as a business 
partner who shares the standard of value with customers.  We work closely with the 
department engaged in the development and manufacturing of point-of-sale (POS) 
terminals and other products and provide complete support based on our abundant 
experience and past results to offer safety and security to customers.  To meet various 
user needs according to the different types of business of the retail industry, we provide 
life cycle management services that support the life cycle of customers’ store systems 
including introduction, operation and maintenance.  In addition, our specialized 
engineering staff familiar with strore system preparation/installation and operation 
of store systems work on resolving customers’ problems with inexpensive, efficient and 
high-quality services.  This paper introduces the business of the Retail Outsourcing 
Services and presents the industry’s first cloud POS service called TeamCloud/M, a 
POS system service for mass merchandisers and supermarkets that we started offering 
in February 2012.  This service takes charge of all operations from store system 
preparation/installation to operation monitoring, system operation and maintenance.
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単なる電話コールの受付だけでなく，店舗業務，
POSシステム知識を保有した専門技術オペレータ
が24時間365日コール対応する。他社システムが混
在するマルチベンダの店舗システムもワンストッ
プで対応する。
（3） システム監視サービス
店舗システムに特化した「サーバ開閉店業務監
視」「POS業務監視」「ハード監視」「店舗ネットワー
ク機器監視」を実施するサービスである。重大ト
ラブルの予兆検知も行い，異常検知の際は店舗業
務の継続を最優先に，トラブルの早期解決に向け
た適切なエスカレーションを行う。
（4） センドバック修理サービス
破損・故障した富士通製モバイルハンディ端末
をFTEC修理部門へ送付していただき，修理して返
却するサービスである。
（5） 用品配送サービス
店舗向け小型周辺装置などの予備機をお預かり
し，故障コール時に個別設定を行って店舗へ発送
するサービスである。富士通製品，他社製品に関
係なくマルチベンダ対応を行う。
（6） 店舗システム保守サービス

POS端末のみならず，周辺装置やOSなどのコー
ル窓口を一本化し，万一のトラブル発生時に迅速
に対応するサービスである。当日中のハードウェ
ア訪問修理やOSのサポートのほか，お客様の要望
に応じて定期点検を行う。
（7） TeamCloud/M
導入展開・ヘルプデスク・システム監視・店舗
システム保守に加え，量販店向けPOSシステムを
サーバ・POSまるごと月額サービスとして利用い
ただく業界初のクラウドPOSサービスである。

主な流通サービス

本章では，導入展開サービス，ヘルプデスクサー
ビス，保守サービスについて説明する。
●　導入展開サービス
導入展開サービスの概要を図-1に示す。
本サービスは，お客様に購入いただいたPOS機
器などをお客様の店舗設置スケジュールに合わせ
て一時的にお預かりし，システムに必要な設定な
どを行った後，お客様店舗へ搬入し設置作業まで
を行うサービスである。

主な流通サービス

ま　え　が　き

近年，流通業は消費者ニーズに合わせ，24時間
運営・海外進出・ネットショッピングなど店舗運
営の多様化と合理化をより一層推進している。
このような状勢の中で，流通サービスにはより
付加価値を高めたトータルソリューションの提供
が求められるようになっている。特に最近のシス
テムや運用の高度化・複雑化に伴い，以下のよう
な顧客価値の追求が大切となっている。
（1） 品質の高いサービスによる安心・安全な業務運
用とコストメリットの同時提供を実現すること。

（2） 信頼されるパートナとなって，お客様と一緒
に店舗運営の改善課題を検討・解決し，ともに成
長すること。
富士通フロンテック（FTEC）の流通サービス
部門では，これまで流通業のお客様が使用される
ハードウェアおよび他社製品を含むソフトウェア
の機能・性能が顧客運用に適合し，最大限の効果
が発揮されることを追求してきた。POS（Point 
Of Sale）端末の製品開発・製造から運用・保守・サー
ビスに至るまでトータルな顧客価値提供能力とい
う強みを持っており，流通サービス部門はその強
みを生かした流通業向けアウトソーシングサービ
スを提供している。
本稿では，FTECが提供する量販店向けPOSシス
テムサービス：TeamCloud/Mについて紹介する。

流通サービスの概要

流通サービス部門では，店舗導入から運用に至
るまでの必要な作業を「流通店舗向けLCM（Life 
Cycle Management）サービス」としてサポートし
ている。以下にLCMサービスの概要について述べる。
（1） 導入展開サービス
店舗向けのパソコンやPOSなどのシステムやア
プリケーションのインストール作業・設定作業，
および店舗設置・システム動作確認など，店舗シ
ステムの導入作業・展開作業を行うサービスで
ある。
（2） ヘルプデスクサービス
店舗からの操作問合せ，トラブルコールをお客
様の店舗システム運用部門に代わりコール受付・
操作案内・トラブル対応を行うサービスである。

ま　え　が　き

流通サービスの概要
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サービスのコールセンターは，2800 m2のフロ
ア規模があり，大型の無停電電源装置（UPS：
Uninterruptible Power Supply）と発電機を備え，
150名強（3シフト）で24時間365日の顧客問合せ
対応をしている（2012年9月末時点：契約顧客数 
220社強，サポート店舗数 40 000店舗強，コール
件数 約50 000件/月）。
センターの顧客サービス方針として「絶えず変
化するお客様のニーズに合わせたサービスの創造」
「チームワークによる安定したサービスの提供」「お
客様の目線に合わせたコミュニケーションの維持」
の3点を掲げ『最高のサービスを通じてお客様に揺
らぐことのない「安心」を提供し続ける』という
ビジョン実現に向けた取組みを行っている。ヘル
プデスクサービスの概要を図-2に示す。

【ヘルプデスクの特長】

当ヘルプデスクは，以下に示すような特長を有
しており，パソコンなどの汎用機ヘルプデスクと
は全く異なった価値を顧客サービスとして提供し
ている。
（1） 設計・製造・品質保証・CE・SEの各事業部と
の強固な連携

（2） POS端末や量販店・専門店・外食業態のノウ
ハウを持つ専門組織

（3） ヘルプデスク専門インフラの導入｛インシ
デントナレッジDB，PBX連動CTI（Computer 
Telephony Integration），リモート操作によるト
ラブル対応｝

【主なサービス内容】

（1） 装置保管
POSやパソコンなどを一時的に最寄りの倉庫に
保管する。
（2） 装置組立
お客様の店舗設置の日程に合わせて倉庫から装
置やレジ台などの什器を搬入し，流通サービス部
門のキッティングセンターで組み立てる。
（3） インストール/設定
店舗個別情報やシステム情報の設定（店番号，
レジ番号など），アプリケーションのインストール
および装置の動作確認を行う。
（4） 出荷/搬入
店舗設置のタイムスケジュールに合わせ，キッ
ティングセンターから装置を出荷する。
（5） 店舗設置
店舗への装置の設置と工事，動作確認，稼働立
合いを行う。

【サービスの特長】

製品を熟知した専門チームスタッフによる効率
的な作業で，スピーディかつ安定した出荷品質を
保証する。対象機器はメーカを問わず，マルチベ
ンダによるシステムにも対応する。POSは組立済
み，設定済みで店舗へ搬入するため，店舗での作
業内容が軽減され効率的な展開が図れる。
●　ヘルプデスクサービス

【コールセンターの概要】

埼玉県熊谷市に拠点を構えるヘルプデスク

図-1　導入展開サービス概要
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（4） 高品質なサービス（応答率93％，ワンストッ
プ率96％，国際認定機関による認定取得）

（5） マルチベンダサポート（自社製品，他社製品
とも一元対応）

【品質活動への取組み：HDI国際認定の取得】

当ヘルプデスクは運用品質マネジメントへの
取組みとして，FTECが活動しているISO9000，
ISO20000，ISO27000に加え，ヘルプデスク協会
（HDI：Help Desk Institute）が定めるコールセン
ター運用国際基準の認定取得に4年間かけて取り組
み，2012年3月，サポートシステムや顧客会話スキ
ルのプロフェッショナル性やセンター運用管理ス
キームの秀逸性が認められて，日本で4社目となる
サポート業界唯一の国際認定を取得した。
また，同協会のコール対応クオリティベンチマー
クで最高ランクの「★★★（三つ星）」も獲得でき，
顧客対応のホスピタリティ性も高く評価されてい
る（最高ランク獲得は全体の1割程度）。
●　保守サービス

2009年にこれまでのPOSシステムやハンディ
ターミナルなど店舗ソリューション向け製品開発・
製造に加え，ソリューションを含めた製品競争力
強化，ワンストップLCM体制の構築を目的に関連

業務を富士通からFTECへ集約させ，保守サービス
を含めたサポート体制を構築した。
保守網は全国に張り巡らされている富士通の保
守網を活用しており，多くのCEパートナの力を借
りることで，全国のお客様に対して富士通のサー
バやパソコンなどと同様の保守サービスを提供し
ている。
保守サービスはこのような体制と保守網を基
盤にして，保守契約をいただいたお客様および
パートナCEからのコールを受けるハードウェア
トラブルの受付窓口（POS-OSC： POS One-stop 
Solution Center）やフィールドサポートチームを
ヘルプデスクチームと一か所に集結し，専門技術
スタッフの集結，コール先の一元化，共通部分の
統合などを行い効率化を推進することで，お客様
へのサービスビリティの向上，パートナCEへのサ
ポート強化を推進している。保守サービスの概要
を図-3に示す。

TeamCloud/M

TeamCloud/Mは，クラウドセンターに設置した
お客様向けサーバとPOSシステムおよび店舗関連
機器を月額サービスで利用いただく，量販店向け

TeamCloud/M

図-2　ヘルプデスクサービス概要
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利用して仮想店舗サーバやネットワークを提供し，
POSハードとしてTeamPoSシリーズ，PKGソフト
としてTeamStore/Mを型決め提供することで量販
店向けクラウドPOSサービスを安価に提供できる。
更に，システムの導入プランからシステム設計，
導入展開，運用監視，運用保守までを全てオール
インワンで対応することができ，他社との差別化

としては業界初のサービスである。サービス提供
範囲の概要を図-4に示す。
これまでの富士通POSシステムの量販店市場は
年商300億円以上の大中規模店層が中心であった
が，TeamCloud/Mは年商300億円以下の中小量販
店をターゲットとしている。このサービスは，今
般FTECで構築したクラウドプラットフォームを

図-3　保守サービス概要

お客様店舗 ヘルプデスク POS-OSC

富士通フロンテック

専門スタッフによる切分け
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図-4　TeamCloud/Mサービス提供範囲
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の安全性，信頼性，保守性を備えたサービスが中
小規模店にも安価に利用いただける。
●　TeamCloud/Mのメリット

TeamCloud/Mをお客様に利用いただくことで，
次のような様々なメリットがある。
（1） 現行システム移行を含むシステム構築・導入・
稼働の全体プランニングと推進を流通サービス
部門で担当し，お客様の手を煩わせない。

（2） 通常6か月程かかる構築期間を，テンプレート
形式のシステム設計とすることで約3か月に短縮
できる。

（3） 一括購入に比べ，ハード・ソフトを含めた初
期費用が80％削減できる。

（4） 運用費用が毎月の使用料として定額化（POS契
約台数で変動）でき，運用コストの低減が図れる。

（5） 1店舗から導入可能であり，新規出店店舗への
導入やエリアごとでの導入など，柔軟な出店計画
に対応できる。

（6） 店舗設置の運用サーバをクラウドセンターに
集約することで，お客様側のサーバ管理者が不要
となる。

（7） クラウドセンターにPOSデータを置くことで
自然災害時にもデータが保護され，事業継続計画

を図ることでFTEC製POSシステムの新たな市場
拡大を狙うサービスである。
●　TeamCloud/Mの特長

TeamCloud/Mのサービスイメージを図-5に示す。
本サービスは流通サービスがこれまで提供してき
たLCMサービスに加え，新たに次のような特長を
備えたサービスである。
（1） 専任体制の強化
サービスデリバリマネージャ（SDM）と呼ばれ
るTeamCloud/M専門のフィールドSE部門と，シス
テムオペレーションマネージャ（SOM）と呼ばれ
るクラウドシステムの監視，POSシステムトラブル
の予兆監視，クラウドおよびPOSシステムトラブル
発生時の自動復旧運用などを24時間365日体制で対
応する専門のシステム保守部門を設置している。
（2） FTECクラウドの構築
本サービスの提供に当たり，サービス事業部門
ではクラウドビジネス用のプラットフォームを構
築した（図-6）。これは流通サービスだけでなく
金融サービスとも共同利用するプラットフォーム
であり，厳しいシステム安全対策基準に準拠した，
信頼できるシステム運用を提供している。
これにより，大規模店クラスと同様な最高水準

図-5　TeamCloud/Mサービスイメージ
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・システム移行時に，店舗運営を止めたくない。
・システム専任の管理者がいないため，新システム
への移行に不安がある。

・BCP対策として，POSデータを遠隔地のサーバ
に置きたい。
これらのニーズを実現する最適なシステムとし
てTeamCloud/Mを選択いただき，2012年2月より
クラウドシステムが稼働中である。
導入に際し，お客様から次のコメントをいただ
いた。「POSシステムの導入から，サーバの運用管
理，ハード保守まで全てを，システムの専門家に
任せることができるTeamCloud/Mは，当社にとっ
て最適なサービスでした。また，2011年の霧島山
（新燃岳）噴火の教訓から，サーバを手元に置くこ
とのリスクを強く感じており，POSデータが守ら
れることが決め手でした。」

今後の取組み

TeamCloud/Mの更なる付加価値向上と，店舗運

今後の取組み

（BCP：Business Continuity Plan）対策となる。
（8） システム導入から運用管理までをFTECが行う
ため，お客様は企画など本来の業務に専念できる。

（9） 二重化されたサーバ，ストレージを利用いた
だくことで，サーバ故障でも影響なく店舗業務が
継続可能である。

（10）24時間365日，リアルタイムに集中稼働監視
をしているため，ハード・ソフトのトラブルに迅
速な対応が可能である。
このように，TeamCloud/Mは付加価値の大きな
サービスであり，今後の新たなサービスビジネス
の主軸として成長が期待ができる。
●　お客様の声

TeamCloud/Mのファーストユーザである宮崎県
O社様の事例について簡単に紹介する。

O社様は従来より下記のニーズを持たれていた。
・リプレース時の初期導入費用・運用コストを抑え
たい。

・システム設計・構築期間を短縮したい。

図-6　FTECクラウド概要
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ている日本企業の海外店舗のサポートができてい
ない。今回構築したクラウドシステムと運用スキ
ルをベースにして，海外の顧客拠点とも接続を可
能とすることで，本サービスの海外企業サポート
にも取り組む。

む　　す　　び

本稿では，FTECの流通サービス部門が提供する
TeamCloud/Mサービスについて述べた。本サービ
スは導入展開，ヘルプデスク，保守の各サービス
を統合したことで，一貫したサービスが提供でき
る。この特長を生かして中小量販店のより一層の
運用効率化に貢献していきたい。
今後はTeamCloud/Mサービスを通して得た店舗
運用のノウハウを分析し，店舗運用ソリューショ
ンサービスの創出に取り組んでいく。

む　　す　　び

用支援を通じて新たに知ることのできる店舗運用
課題を解決する新ビジネス創造に向け，今後以下
のように取り組んでいく。
（1） クラウド範囲の拡大
流通業向けにも様々なクラウドサービスが商品
化されてきており，電子マネーやポイントカード
システムなどとの連携でクラウドサービスの範囲
を拡大し，サービスの付加価値を更に高めていく。
（2） 新たなビジネスの深堀
店舗運用の監視を更に発展させ，店舗運用ソ

リューションビジネスの可能性を模索する。具体
的には，店舗の現金管理ソリューションや膨大な
売上データからの分析ソリューションなどに取り
組む。
（3） 海外展開企業のサポート
流通サービス部門では現在のところ海外進出し
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