
ワークプレイス・イノベーション・プラットフォーム スピーカーシリーズ

FileMaker の活用例：エンタープライズ向けモバイルアプリケーション

FileMaker と Harvey 
Water Softeners ‒  
成長するエコシステム
Guy Halligan 氏、デジタルシステム主任開発者  
Harvey Water Softeners 社
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FileMaker プラットフォーム
について
FileMaker のようなワークプレイス・イノベー
ション・プラットフォームを使用すると、固有の
ビジネスニーズに対応するカスタム App を
作成して、システム、プロセス、従業員の間の
連係の改善に役立てることができます。
FileMaker プラットフォームを利用すれば、
問題解決者はカスタム App を開発、共有、
統合し、絶えず変化するビジネス上の課題に
対処できます。

型にはまった仕事の 
やり方を変える。
チームはメンバーが 
数名でも数百名でも、 
型にはまった作業の 
やり方を変える 
ことができます。 

ギャップをなくす。
アプライアンス App と 
全社システムの間の 
ギャップがなくなります。

イノベーションを起こす。
アイデアや専門性を 
存分に活用し、ワーク 
プレイスでイノベー 
ションを起こすこ 
とができます。

FileMaker プラットフォームを使ってチームが 
実現できること：
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はじめに
この電子書籍は、2018年に開催された 
FileMaker Developer Conference で
行われた Guy Halligan 氏によるプレゼン
テーションからの抜粋です。  

Halligan 氏は社内開発者として Harvey 
Water Softeners 社に 17 年以上在籍し
ています。FileMaker 5.5 以降あらゆるシス
テムを構築してきました。開発したカスタム 
App はモバイルおよびデスクトップのどちら
でも使用でき、顧客管理や毎月の膨大な支
払い処理に使われています。

Guy Halligan 氏 
デジタルシステム主任開発者
Harvey Water Softeners 社

この電子書籍の内容：
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FileMaker Developer 
Conference
FileMaker DevCon は毎年開かれる開発者会議です。
掘り下げた内容のセッション、特定の知識や技術に関
するミーティング、対面での相談会などがあります。ま
た、たくさんの FileMaker, Inc. のスタッフや経験豊
かな FileMaker プラットフォームのエキスパートが参加
しており、彼らと人脈を作る絶好の機会になります。世界
中から 1,500 人以上の FileMaker 関係者が集まる
唯一無二の貴重なイベントです。
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一台のバンに乗って一人で 
始め、今では 400 人を超  
える集団になりました。“ “
̶ Guy Halligan 氏 

Harvey Water 
Softeners 社

01
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たとえば

400 人
80,000
40 年

3,000 万ポンド
英国女王賞

の従業員 

の顧客とその支払い処理 

の営業実績

の売上規模の企業で、すべての業務を 
Apple デバイスと FileMaker プラット
フォームで運営

企業部門で受賞1
Harvey Water Softeners 
社について
Harvey Water Softeners 社はロンドンを拠点
とし、家庭用の硬水軟化装置の製造·販売·取り付
けをおこなっています。400 名の従業員を擁し、
顧客数は 80,000 社にのぼります。40 年の営
業実績があり、すべての業務を Apple のデバイ
スと FileMaker プラットフォームでおこなってい
ます。また、英国女王賞（企業部門・イノベーション
カテゴリ）を受賞しました。
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問題点
02

変化の必要性 
2008 年以前 、 Harvey Water 
Softeners 社では企業間取引が主
で、小売チャネルからもたらされる収
益は全体の 9% に過ぎませんでし
た。2008 年の金融危機に際して、
唯一 100%コントロールでき、また
最も成長が見込める販路であったた
め小売チャネルに重点を置くことに
決定しました。

ヨーロッパ
33%

流通
57%

小売
9%

2008 年のビジネスモデル
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手作業のプロセスを見分け課
題を突き止める。
多くの企業と同様、Harvey Water Softeners 社
には長年積み重ねられてきた膨大な手作業の
プロセスが存在していました。最も簡単な作業
でさえ、多くの時間を浪費するものでした。連係
していないシステムのため何度も同じデータを
重複入力しなければいけなかったり、重要な顧
客履歴情報にアクセスできなかったりと、明ら
かに型にはまった仕事のやり方に陥っていたの
です。

主な課題：

34 年間続けられてきた紙ベースのプロセス  

Web サイト経由で獲得したリード情報のデータを何度も
手作業で重複入力

連係していないシステム 

顧客履歴が可視化されていない

モバイルに対応していない2
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解決策
03

カスタム App を開発し、手作業のワークフローおよび効
率の悪いプロセスを廃止する
Harvey Water Softeners 社は、紙ベースのプロセスを刷新する必要がありました。新しいカスタム 
App を作成することで、手作業によるデータの重複入力をなくし、詳細な顧客情報を可視化し、複数の部
門やシステム間で連携できるようにし、モバイルデバイスやネットワークに接続していないデバイスに対応
することができます。 

データの重複 
入力の排除

詳細な顧客 
情報の可視化

部門間およびシ 
ステム間の連携

モバイルデバイス 
に対応+ + +

Halligan 氏と彼のチームは、3 段階に分けて問題を解決することにしました。



第 1 段階 
紙ベースの事務処理を廃止する。
まず、事務手続きと書類のワークフローを整理し、
紙への依存という問題をカスタム App で解決す
ることにしました。FileMaker プラットフォームで
構築されたカスタム App を使用することにより、
すべての新しいシステムを相互に完全に統合する
ことが可能になりました。

�10

FileMaker 導入前

FileMaker 導入後3
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第 2 段階 
営業担当者のワークフローを
電子化・自動化する。
次に、営業担当者のワークフローを改善する
必要がありました。これまでの紙ベースの様式
に似せてカスタム App を作成し、 iPhone や 
iPad で使えるように FileMaker Go を利用し
ました。これによりスムーズに受け入れられト
レーニングも最小限に抑えることができました。3
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第 3 段階 
設置作業担当者のワークフロー
を変更する。
最後に、設置作業担当者のワークフローを変更す
る必要がありました。ここでも、FileMaker Go 
および iPad を活用してシステムが開発されま
した。設置作業担当者の行動を記録する日報や、
設置作業に使う部品の注文書を作成するのに必
要な 3,000 品目を超える部品のカタログも含ま
れています。3
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FileMaker プラットフォームがなけ
れば Harvey Water Softeners 社
が今のような成功を収めることは
できなかったでしょう。
“ “

主な成果
04

̶ Guy Halligan 氏 
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1. 生産性と効率性の向上を
実現。
新システムが展開されると、Harvey Water 
Softeners 社では、手作業のプロセスと重複
したデータ入力の削減、および予約受付プロ
セスの合理化により、すぐに生産性の向上を
実現することができました。

4 10 分間

2 週間

FileMaker 導入前 FileMaker 導入後

設置後のデータ入力
2 週間かかっていた作業が 10 分 
で済むという生産性の大幅な 
改善が見られました。

予約受付プロセス
98% も効率性が向上し、10 分 
かかっていた作業が 10 秒で 
済むようになりました。

98%

カスタム App の導入効果

効率性の向上
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ヨーロッパ
33%

流通
57%

小売
9%

ヨーロッパ
32%

流通
39%

小売
29%

2008 2017

2. 小売チャネルが拡大。
2008 年から 2017 年にかけて、小売チャネル
の全体の収益に占める割合が 9% から 29% 
に拡大しました。小売チャネルの販売数量は 
2008 年の 889 から 2017 年の 9,051 まで
増加しました。10 年間で 1000% 以上の成長
が見られました。  

4 小売チャネルの拡大により販路のバランスを取ることができるようになり、その結果景気の低迷による影響
を軽減できるようになりました。
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小売システム
の導入

 
営業担当者用に 
iPad を導入

iPad 小売
システム v2 
の導入

設置担当者用に 
iPad を導入

販
売
数
量
ワークプレイス・イノベーション・プラットフォームが  

小売販売に及ぼした影響
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3. リアルタイムの可視性が向上。
現在は設置作業担当者が顧客のアカウント情報を
すべて閲覧できるようになりました。現場で電話対
応の内容を詳しく入力したり、モバイルデバイスか
ら部品を発注したりすることも可能です。 

4
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4. 相互連携が向上。
最も重要なことに、すべてのシステムが自
動的に相互連携できるようになりました。
その結果、すべての人とモノが同期され、
紙のプロセスが事実上なくなりました。

4 名簿 レンタル/財務 サービス 問題

小売
現場/モバイルWeb 経由のリード情報

注文情報がすべての部署間で同期される。



�19

将来展望がより明るく。
同社にとって特に際立った成果は新しい工場
を持つことができるようになったことです。
まだ建設中ですが、現在のものより 3 倍も大
きな工場です。今後のさらなる成長を支えて
くれるでしょう。

4
成長を支える大規模な設備投資が可能に。

(チャーツィーロードに面した) 南西のファサードの透視図
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FileMaker エコシステムと 
Apple DEP による成長
成長するにしたがってより多くの従業員とデバ
イスをサポートする必要性も大きくなります。 

このために Halligan 氏は、ユーザだけでなく
コンテンツや企業アプリケーションも管理するた
めに、Apple Deployment Programs (ADP) 
の一環である Device Enrollment Program 
(DEP) を活用しています。4

マシンおよびデバイスのアプリケーション展開のモデル

遠隔管理された iPad

その他の Web サービス

FileMaker WebDirect 
FileMaker XML
カスタム Web 公開
FileMaker Data API

FileMaker Web 
公開エンジン
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プレゼンテーションのセッション
録画を視聴する 
Guy Halligan 氏がいかにしてワークプレイス・イノベー
ション・プラットフォームを活用してどのように Harvey 
Water Softeners 社を変革し続けているかをご覧いた
だけます。Apple DEP のデモも見られます。

次のステップ
05

FileMaker in Action: 
Enterprise Mobile Apps

Apple and FileMaker - Ecosystem of Growth 
(英語)

DevCon プレゼンテーションのオリジナル 
Keynote ドキュメント (英語)
CUS010.key.zip 49.5 MB

DevCon プレゼンテーション全体の PDF ド
キュメント (英語)
CUS10 - Guy Halligan.pdf (英語) 4.4 MB

関連資料のダウンロード：

リソースを探す
FileMaker プラットフォームを使用したカスタム App 
を開発するのに役立つさまざまなリソースをご利用く
ださい。

FileMaker お客様事例とビデオ
世界中の企業がワークプレイス・イノベーション・
プラットフォームを活用してビジネスを変革させてい
る方法をご覧ください。
事例とビデオを見る

ワークプレイス・イノベーション・プラットフォー
ムを選ぶべき５つの理由
この電子書籍では、FileMaker を利用してビジネ
スを発展させる最良の方法について説明していま
す。さらに競争力を高めることから、アイデアを増や
すことまで解説しています。
レポートを読む

FileMaker 17 プラットフォームを試用し
てみませんか
FileMaker Pro 17 Advanced および FileMaker 
Server 17 の無料評価版をお申し込みいただけ
ます。iPad、iPhone、Windows、Mac、そして 
Web にわたるシームレスな情報の管理と共有を開
始できます。

無料評価版を申し込む

© 2019 FileMaker, Inc. All Rights Reserved. FileMaker、ファイルメーカー、FileMaker Cloud、FileMaker Go およびファ
イルフォルダロゴは、米国および／またはその他の国における FileMaker, Inc. の登録商標です。FileMaker WebDirect は、
FileMaker, Inc. の商標です。その他のすべての商標は該当する所有者の財産です。

http://www.filemaker.com/jp/custom-apps/#fm-video-common-business-challenges
https://youtu.be/WYLAlB3t3-k?t=1492
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9275-4-105282/CUS010.key.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9275-4-105418/CUS10+-+Guy+Halligan.pdf
https://www.filemaker.com/jp/solutions/customers/
https://content.filemaker.com/JA_WIP_ebook_download
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-ja
https://youtu.be/WYLAlB3t3-k?t=1492

