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システム作りは文化創造の仕事です。いまや社会のあらゆる場面にコンピュータシステ

ムが組み込まれ、コンピュータシステムがあればこその新しいビジネスが次々と生み出

されています。その元になっている情報通信技術を活用して実り豊かな社会作りに貢献

したいと願い、社名を豊穣社
ほうじょうしゃ

としました。「穣」という字は豊穣の意味に使われること

が多く、「みのり」「ゆたか」「みだれる」と読みます。（白川静著「字通」より） 

豊穣社は、情報通信技術の実践を通じてお客様の目標実現に寄与し、ひいては社会の発展

に寄与してまいります。ビジネスに、学校に、生活に、社会のあらゆる場面に情報通信技術の

適用が広く深く浸透したことで、今日のような高度情報化社会ができ、更なる発展を続けていま

す。 

情報通信技術は人々の役に立ってこそその価値が認められます。情報通信技術を人々の

役に立たせるには、プロの仕事師としての確かな技術・ノウハウと目標を実現する行動力およ

び関係者と意思疎通を的確に行う渉外力・調整力・コミュニケーション力が最も重要です。その

ような人材の確保・育成がこれからの理念実践の成否を大きく左右します。 

社員一人一人が情報通信技術およびその活用の専門家であることを自覚し、お客様の目標

実現に向けて、お客様と共に考えお客様と共に問題の解決を図ることを常に心がけてまいりま

す。時には広く、時には深く、時代の変化を着実に捉え、社会・文化に根ざし、内外との交流を

図り、切磋琢磨して日々研鑽を続けてまいります。 
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 会社名 株式会社豊穣社 

 所在地 〒２１０－０８１３ 
神奈川県 川崎市川崎区昭和２－６－１４ 

 電話 ０４４－２７１－１０９３ 

 ＦＡＸ ０４４－２７１－１０９４ 

 ＵＲＬ http://www.hojosha.jp/ 

 設立 2007 年 10 月 24 日 

 資本金 900 万円 

 役員 代表取締役 山口圭一 
取締役 経営コンサルタント 松浦武夫 

 主な事業 Web システム開発、保守 
その他ビジネス系システム開発、保守 
サーバおよびネットワーク構築、保守、運用管理 
情報通信技術を活用したビジネスの企画、コンサルティング

情報化投資評価 
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あなたの会社の情報システムチームとして機能します 

株式会社豊穣社      http://www.hojosha.jp/ 

営業推進 担当：山口   E-mail：sales@hojosha.jp 
TEL：044-271-1093   FAX：044-271-1094 

〒210-0813 神奈川県 川崎市川崎区昭和２－６－１４ 

ササーービビスス ＆＆ 商商品品 

22001111
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安価・短納期・高品質の Web システム製作を承ります 

Java の Web システム開発に、弊社では Java のプログラムを自動生

成する技術を用います。それが Web ロボ jp®です。自動化率はシステム

の内容によって変わりますが、システム開発コストを３割以上軽減させ

るケースもあります。Web システムの開発はぜひ弊社へご用命くださ

い。 
自動化の技術については、ソフトウェア工学が謳われるようになって以来、事の大小を問わず

国内外でたくさんの人々がいろいろな形で延々挑戦し続けてきており、その効果は周知のところ

です。 

Web ロボを用いて開発したシステムの一つの事例として、売上高数百億円規模の衣料品製造・

販売会社のＰＯＳレジシステムがあります。バックヤードの在庫管理・営業支援・経営支援シス

テムまで含む比較的規模の大きなシステムです。およそ半年で完成させ、既に国内全店舗で安定

稼働しています。 

システム開発で も重視することは何でしょうか。開発費用ですか、開発期間ですか、開発技

術ですか、開発した後の保守ですか、それとも発注先との付き合いの長さですか。弊社では開発

した後のシステムのメンテナンスも承っております。Web ロボで開発することにより、一定の

品質のシステムが、従来の方法よりも安く、しかも短期間で作ることができます。 
技術は人の役に立ってはじめて意味を持ちます。技術の標準化は生産性を上げること、品質を

一定に保つことが究極の目的です。生産性向上も品質維持も、機械化することによってのみ達せ

られることはみなさん十分実感されていることと思います。人手に頼っている限りは、文章で素

晴らしいルールをいくら定めたとしても、結局プログラム・コードを読まない限り正確なことが

分からなくなってしまうことを。 

Web ロボにも向き不向きはあります。情報検索・データ入力・データベース更新といったい

わゆる Web をベースとしたシステム作りには大きな効果があります。画面入出力・帳票出力と

いった入出力媒体の種類は問いません。入出力データとして、数値や文字の他に、地図座標など

にも対応できます。システムの規模も問いません。 
データベースについては Oracle、PostgreSQL、MySQL に標準で対応しています。 

自社内に情報システムの専門家を置いていないお客様の場合には、システム化の構想の段階か

らシステムを運営するハードウェア／ソフトウェア／ネットワーク等の環境整備をし、実際に安

定稼働するまで、すべてのご相談を承ります。 

 
  

Web ロボをリモートでお使いいただけます。 

月額利用料金：8,000 円／月・1client（通信費は利用者負担） 
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安い・早い・安心 を Web ロボ jp で実現できるわけ 
 簡単な定義で複雑なＷＥＢプログラムを自動生成、実行可能  

 ３０に及ぶパターンを用意、事務系システム開発に必要なパターンを網羅  

① HTML でのエントリー、一覧表示パターンはもとより．更新、アップロード、

座標登録、マップ検索、エクスポ－ト、インポート、カレンダー入力等を用

意しています。 

② 作表パターンとして、PDFLIB による自動罫線入りでの一覧表形式、詳細形

式、ＭＲＤＢ連携による不定形帳票形式を用意しています。 

③ 一覧表出力の場合、合計項目指定、キーブレーク指定により、自動的に合計

処理ロジックを生成します。 

④ アプレットパターンも用意し、リッチクライアントを実現します。 

 ＦｉｎｄＢｕｇｓでのエラーなしの高信頼性プログラムを生成 

① FindBugs（http://findbugs.sourceforge.net/index.html）によるチェックで

エラーゼロの信頼性のあるソースを生成します。 

 定義結果をすべて仕様書として出力 

① あらためて仕様書を書かなくても、定義から仕様書が生成されます。 

② 自動生成プログラムと修正プログラムをすべての部品で区分できます。 

 国内開発だから円滑なコミュニケーションのもとに正確・迅速な対応 

 システムのメンテナンスにも Web ロボを使うことで、自動的に一貫性が保たれ

ます。 



7 / 16 

シニア技術者チームによるシステム保守サービス 

安心・安価な常駐型の業務システム保守サービスのご提案です。情報システムの運営・保守は企業

経営に欠かせないことですが、固定費として重く伸し掛かるコストおよび固定化されかねない人材等

の面では多くの悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。 

弊社のサービスは、システム設計等の経験を持つ 60 歳前後の現役シニア技術者を中心としたチー

ムを編成し、御社の業務システムの保守をチームとして請け負うサービスです。作業場所・作業時間

帯等についてはご相談のうえで決めさせていただきますが、お客様のもとへ常駐することを基本とし

ています。 
 
料金基準： 

 契約期間 ・ 当初１年以上の契約。 
（新規のお客様の場合には初回のみ半年契約） 

・ 継続する場合は３か月以上の単位で継続契約。 
・ 契約期間途中での解約並びに契約条件変更については、１か月以上の猶

予期間をもって都度双方で協議する。 
・ 長期に渡る保守の場合に、メンバーの増減や入替が発生することがありま

す。業務に支障が出ないよう十分留意して調整・引き継ぎを行います。 

 料金 ・ １人月当たり 50 万円（1 人月は 160 時間±24 時間 相当） 
・ 原則 2 人以上のチーム編成からお請けします。当初 1 人でも近い将来に

増員の計画がある場合は 1 人からでも可。逆に作業量の変動によって、

一次的に複数人のチームから 1 人になることも可。 
チームとの協議も踏まえ、可能であれば、メンバーを固定したままワー

クシェアリングの形をとる。 
・ 新規契約の際には、当初 1～2 ヶ月間は業務習得期間として半額。 
・ 業務の講習等をお願いする場合には費用をお支払いします。 

 対象システム ・ 業務システム。 

 仕事の範囲 ・ 既存のシステムの改善、機能追加、サブシステムの追加、システムの作

り直し。仕事の範囲につきましてはご相談のうえで決めさせていただき

ます。 

 作業場所 ・ 業務効率ならびに機密保護等を考慮すると、お客様の近くで作業するこ

とが 適と考えています。お客様のオフィス内に作業場所を提供してい

ただく場合に無償で提供していただけるものとします。 

 技術者の人選 ・ 担当技術者の人選は弊社で行います。 
 
熟練技術者を長期間固定して活用することは、皆様のシステムの維持に十二分にお役に立てるばか

りでなく、固定費を削減できるなど皆様の会社経営の面で大きなリスク回避策となります。労働環境

の改善要求など外部からの要請が強まる中、高齢者の活用という一方の社会的要求に応えたことにな

ります。 
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セミオーダーメードのシステム構築 
& 

クラウド型のシステム利用サービス 

 セミオーダーメードのシステム構築  

次のシステムについて、セミオーダーメード方式でお客様の要望にピッタリ合わせたシステムを

致します。セミオーダーメード方式は、お客様に型見本をご検討いただいたうえで、お客様の要望

を組開発み込む進め方なので、お客様とのコミュニケーションギャップを 小限に抑えることがで

きます。加えて、Web ロボを使って開発するので、システム構築費用を低く抑えられます。 
 
システムの種類 概要 

RAID 商店街システム リアル店舗とインターネット上の店舗とを同時に開くシステム。

フェリカポイントカードシステムや WebPOS レジシステムなど

を含む。 
Web 冷蔵・冷凍倉庫システム 冷蔵・冷凍倉庫管理システム。 
Web 産直システム CTI を含む Web 産直システム。 
Web 会計システム 売上高百億円規模の企業でも使える本格的な会計システム 
Web ポスレジシステム 売上高百億円規模の企業でも使えるポスレジシステム 
Web 在庫管理システム 売上高百億円規模の企業でも使える在庫管理システム 

 

 クラウド型のシステム利用サービス  
次のシステムについて、クラウドサービスとして、ご利用期間とご利用数に応じた料金体系で、シ

ステムの利用サービスを提供しています。 
 
システムの種類 概要（初期費用別途） 

RAID 商店街システム 月額 1～2 万円／１クライアント PC（通信費は利用者負担） 
Web ポスレジシステム 月額 5 千～1 万円／１クライアント PC（通信費は利用者負担） 
Web 会計システム 月額 3 千～1 万円／１クライアント PC（通信費は利用者負担） 
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セミオーダーメードの 

RAID 商店街システム 

━ 入居するテナントにとって付加価値を高めるシステムを提供する商業施設 ━ 

斬新な商業施設をあらかじめ組み込んだ大型のビル開発や地域の再開発プロジェクトが全国で進

められています。その商店街に活力を吹き込みかつ活力を末長く維持するシステムのご提案です。

都心部での複合商業施設の再開発、地域の再開発、駅周辺の商店街の再開発、駅ビルや駅周辺の

地下商店街の開発など、いろいろなケースに適用できます。 
Java で製作した Web ベースの商店街システムです。セミオーダーメードなので、お客様のご要

望にピッタリ合わせてご利用いただけます。 
 

特徴： 
① 初めから、リアル店舗とインターネット上の仮想店舗とを組み合わせた店舗を展開する。 

期待効果：売上増進、タイムリーな情報発信 
② 特別の費用負担をすることなく、独自のポイントシステムを持つ。 

期待効果：お客様の得意客化、売上増進、 
お客様が既に持っているフェリカカードを利用するので負担経費が無い 

③ カード決済にソフトバンク・ペイメント・サービスの決済システムを組み込む。 
（ご希望があればその決済会社を利用） 
期待効果：お客様サービスの向上、より良い決済会社の利用 

④ 店舗とお客様との情報共有をリアルタイムで可能にする消費者参加型のシステムである。 
期待効果：お客様の囲い込み 

⑤ 弊社が採用する自動化技術によりシステムの開発費用が安く抑えられる。 
期待効果：ディベロッパーおよびテナント入居店舗のコスト負担の軽減 

  

衣料品店などで、
店員が入力する
POS のタイプ 

リアル店舗でお買い物 
ネットショップでお買い物 
ポイント発行 
お買得情報発信 
イベント情報発信 
顧客が欲する商品情報の収集

消費行動分析 
顧客情報収集 
ネット上にコミュニティ形成

飲食店などで、 
顧客自ら注文を入力する
POS のタイプ 
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セミオーダーメードの 

Web 会計システム 

 Java で製作した Web ベースの会計システムです。セミオーダーメー

ドなので、お客様のご要望にピッタリ合わせてご利用いただけます。 

自社内にＩＴの専門家がいなくても、ハードウェア／ネットワーク等の環境整備を含め実際に使

えるまでのご支援をします。ご利用開始後のメンテナンスやトラブル対応まで、お客様のご要望に

合わせて承ります。したがって安心してシステムをご利用いただけます。 
 費用・納期・メンテナンス・その他なんでもお気軽にお問い合わせください。 
 

Web 会計システムの既成の機能一覧 

 仕訳入力  仕訳修正  仕訳日報 
 日次集計  日計表  仕訳帳 
 元帳印刷  元帳閲覧  補助簿印刷 
 補助簿内訳残高一覧表  勘定科目残高一覧表  比較貸借対照表 
 部門別試算表  比較損益計算書  合算試算表 
 部門別損益計算書  勘定科目一覧表  補助簿一覧表 
 その他 

各マスターデータを CSV ファイル出力 
各マスターデータの登録・保守 
全帳簿の年次更新 

 

特徴： 
 自治体会計、公営企業会計を意識した、科目レベル５段階の本格的な会計システムです。 

売上高百億円規模の企業でもお使いいただけます。 
 データ・セキュリティの徹底 

 機能ごとに利用できる利用者を定義・・・・（利用者ごとに画面閲覧・操作制限） 
 帳票ごとに出力可能な利用者を定義・・・・（利用者ごとに帳票出力制限） 

 使いやすい利用者画面 
 セミオーダーメードなので、利用者の要望にピッタリ合わせてご提供できます。 

一般のパッケージソフトの場合とは異なり、カスタマイズに機能的な制約はありません。 
 プログラム・ソースおよび設計ドキュメント一式が提供されるので、システム稼働後でも

自社内でメンテナンスを行える。 
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セミオーダーメードの 

WebPOS レジシステム 

 ２店舗以上の店舗展開をされている経営者の皆様、

売上を伸ばす経営支援システムとして、Web ポスレ

ジシステムを導入されてはいかがでしょうか。既に

POS レジをお使いの経営者の皆様、Web 化すること

でお店の経営をよりきめ細かく行うことができるよ

うになります。 

Web 化することによって、売上を伸ばすいろいろ

な仕掛けを設けることができるようになります。ポイントカードを導入するにしても、独自のカー

ドを発行するにしても、そのベースとなる仕組として Web 化した POS レジシステムは欠かせませ

ん。 

商店街や同業の組合組織などでまとまって導入することで、さらに安価にシステムを導入するこ

とができます。 

Web ポスレジシステムはセミオーダー方式で製作します。既成のシステムをご覧いただき、お客

様の要望にピッタリ合わせてカスタマイズしたうえでご提供します。プログラム・ソースおよび設

計ドキュメント一式を揃えて納品するので、システム稼働後のメンテナンス等を自社内で行うこと

もできます。 

自社内にＩＴの専門家がいなくても、ハードウェア／ネットワーク等の環境整備を含め実際に使

えるまでのご支援をします。ご利用開始後のメンテナンスやトラブル対応まで、お客様のご要望に

合わせて承ります。したがって安心してシステムをご利用いただけます。 
Web ポスレジシステムを利用するための費用としては、

POS レジ等の機器の他に、Web ポスレジシステム製作費、

システムを運用するための環境整備費、日々システムを運

営するためのランニング費用などが必要です。具体的には

ご要望をお伺いした上でお見積します。 

小規模で標準的な内容のシステムであれば、機器および

システム製作費等を合わせて 2～3 百万円くらいです。シ

ステムの運用にホスティングサービスを使った場合、ラン

ニング費用は 2～3 万円／月くらいからです。 

２店舗で POS レジを１台ずつ導入した場合の機械設備費用の例
品名 単価 数量 合計金額 

POS レジ用パソコン 50,000 円 ～ 100,000 円 2 100,000 円 ～ 200,000 円

キャッシュドロア 15,000 円 ～ 40,000 円 2 30,000 円 ～ 80,000 円

カスタマディスプレイ 26,000 円 ～ 50,000 円 2 52,000 円 ～ 100,000 円

レシートプリンタ 50,000 円 ～ 100,000 円 2 100,000 円 ～ 200,000 円

バーコードリーダ 10,000 円 ～ 35,000 円 2 20,000 円 ～ 70,000 円

バーコードプリンタ 30,000 円 ～ 160,000 円 2 60,000 円 ～ 320,000 円

経営者用パソコン 50,000 円 ～ 100,000 円 1 50,000 円 ～ 100,000 円

合     計 231,000 円 ～ 585,000 円 13 412,000 円 ～ 1,070,000 円

インターネットを使い、お店でも自宅
でもどこに居ても、タイムリーなデー
タの収集と分析とが可能です。 
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セミオーダーメードの 

Web 販売管理システム 

 Web で運用する販売管理システムです。販売管理

単独でもご利用いただけますが、Web ポスレジシス

テムと連携させてご利用いただくといっそう効果を

発揮します。 

 顧客管理、未収管理、商品ごとの利益管理、商品在

庫管理等ができます。 
ターゲット顧客の絞り込み、売れ筋商品の早期把

握、地域あるいはお店固有の売れ筋商品の把握など、

売上を伸ばすタイムリーなデータ収集に Web システ

ムは不可欠です。 

Web 販売管理システムはセミオーダー方式で製作

します。既成のシステムをご覧いただき、お客様の要

望にピッタリ合わせるカスタマイズしたうえでご提

供します。プログラム・ソースおよび設計ドキュメン

ト一式を揃えて納品するので、システム稼働後のメン

テナンス等を自社内で行うこともできます。 

また弊社では、システムを実際にご利用になるまでの環境整備、およびご利用開始後のメンテナ

ンスやトラブル対応まで、お客様のご要望に合わせて承ります。お気軽に、お問い合わせください。

 

インターネットを使い、お店でも自宅
でもどこに居ても、タイムリーなデー
タの収集と分析とが可能です。 

Web 販売管理システム 

Web ポスレジシステム
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次世代マニュアル mu（ミュー） 
The business management support system for the operating managers  

画像、文字、音声合成を組合せて使い、分かりやすい業務手順ガイド、 

初心者向教育教材、物品管理リスト、等々を手軽に作成できます！！ 

◇ 業務効率を上げるために、管理責任者のこんな悩みを解決します！ 

 事業所内で、もっと活用してもらえる手順

書や管理リストを、手軽に作成したい。 

 作成した手順書等を、業務初心者用教育

教材として活用したい。 

 熟練者の知識や匠の技、業務手順などの

情報を共有化し、手軽に管理・運用した

い。 

 事業所内に散在する「知的インフラ」を集

約して、業務管理者をサポートする、有

益な情報として活用したい。 

◇ 次世代マニュアル mu（ミュー）の構成 

 次世代マニュアル mu は、2 つのコア技術（ICM、HMD-format）で構成されています。 

 ICM（インテリジェント・コミュニケーション・メディア）は、状況に対応する知的機能を有するメディ

アで、 mu のベース技術です。 手順書や管理リストを、再生・活用させる Windows 2000、XP

の OS 上で起動するソフトウェアです。 

 HMD-format（HMD フォーマット）は、ICM 専用の編集ソフトで、mu エディターのベース技術で

す。手順書や管理リストを作成するのに必要な、データー（テキスト、画像、動画、リンク先）等

を簡単に入力できるフォーマット形式になっています。 

（注） mu では、入力された内容を、音声によってガイダンスしたり、キー操作や音声認識による命

令を実行したりすることから、手順書等の作成を「シナリオ（筋書き）作成」と呼びます。 

＊  mu（ミュー）の周辺機器 

 音声： ヘッドセット(イヤホン・マイク)を使えば、キーボードなしで操作できます． 

 無線(ブルートゥース)接続または有線(オーディオ･ライン)接続で使用できます． 

 マウス・キーボード： 手順書や管理リスト作成の際、入力メディアとして使えます． 

 作業者認識センサー： 半径１ｍゾーン内に近付くと、作業者を感知して作動します．（オプション） 

 拡張機能： 指紋認証でオペレータを特定できます．（オプション） 

◇ mu エディター 
 mu エディターは、簡単に手順書や管理リストを作成する為のユーザ･インタフェースです． 

 サーバー等のファイル、事業所内に散在する情報を共有化し、閲覧先等を指定できるよう設計され

ています． 

 業務履歴や手順書の変更、訂正等を、業務管理者が追加･削除できるよう設計さています． 

 mu エディターで作成された内容は、ハンズ･フリーの音声ガイド・システムとして活用できます． 

 作成された手順書や管理リストは、印刷すれば配布用の手順書や管理リストになります． 

（特許出願中）
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[mu エディターの構成]  

手順書や管理リストの新規作成                   検索用目次（チャプター）の作成 

＊ ワードやエクセル等で作成した既存のデータがあれば、改めて手入力することなく、コピー＆ペーストで
きます。 

手順、各種指示のテキスト入力               画像・動画・リンク先等の入力 

 作成済みのデータ・画像等をフルに活かして、オリジナリティーに富んだ手順書や管理リストが作成で
きます。 

 既存の手順書、管理リストを元とした、シナリオ作成作業の請負も致しております． 

  

 販売代理店 ： 株式会社豊穣社 

 製造元   ： 株式会社ヒューマノイド 
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高齢者在宅・施設ケア等総合支援システム 

 

 概要 介護保険法に基づく在宅ケア・施設ケア等を総合的に支援するシステムです。 

 利用者台帳管理     サービス計画／実績管理     請求処理  までを統合

して管理・処理できます。 
  

 お薦めの理由 ① 「すこやかサン」は機能別に分けてシステムが作られており、しかも各

システムはどのように組み合わせてもデータの連携がとれます。 
したがって、必要な機能だけを選択してご利用いただけるので、投資コ

ストを低く抑えられます。 
② 年間保守をご契約いただくと、法改正等にも適宜対応できます。 
③ 既に自社開発したシステムをご利用されている場合、法改正等に伴うシ

ステムのメンテナンスを自社で継続して行わなければならず、メンテナ

ンスの負担が大きい。長期的にみると、「すこやかサン」をご利用いた

だいたほうが運用費用は安くなると推定されます。 
 主な機能 介護給付に関するシステムとして次の 11 種類があります。介護予防給付につい

ても同様のシステムを用意しています。 
① 総合版ケアマネジメント支援システム 
② デイケアサービスセンター管理システム 
③ デイケアセンター管理システム 
④ ヘルパーステーション管理システム 
⑤ 訪問看護ステーション管理システム 
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⑥ 認知症対応型共同生活介護管理システム 
⑦ 特定施設入所者生活介護管理システム 
⑧ 介護老人福祉施設管理システム 
⑨ 介護老人保健施設管理システム 
⑩ 介護療養型医療施設管理システム 
⑪ 小規模多機能型居宅介護管理システム 

 特徴 ① 介護予防／介護給付サービスともにフルサポートする製品群の提供。 
② ネットワーク化されるので、サービスの種類や制度の枠を超えた利用状況の

推移を一貫して参照できる。 
③ 情報が一元管理されるので、全ての予防サービス／介護給付計画と予防サー

ビス／介護給付実績の確認が容易になる。その上、複雑で手間のかかる請求

業務を楽々処理できる。 
④ データの入力や参照等の操作のしやすさ、アウトプットの見やすさ。 
⑤ 利用表、提供表等たくさんの帳票を印刷する場合、サービス事業所別・居宅

別等のソート機能を使い一括印刷できるので、仕分作業が無くなり、負担が

減る。 
⑥ 帳票出力には Excel を使っているので、利用者が加工・編集を自在に行える。

⑦ 経営管理資料作成を支援。 
⑧ 事業拡張などによりコンピュータの追加等が発生した場合でも、追加料金が

発生しにくい契約。 
⑨ ケア・日誌管理に特化した「にっこりプラス」との連携により、携帯電話を

利用した日誌業務・請求業務が可能になり、作業のいっそうの効率化を図れ

る。 

 その他 「すこやかサン」はネットワーク環境で利用することが前提となっています。

データベースには Oracle が必須です。したがって、サーバ構築、ネットワーク

構築等が必要な場合は、別途お見積致します。 

価格はオープン価格です。お問い合わせください。 

 販売代理店 
 製造元 

株式会社豊穣社 
エムウィンソフト株式会社  


