
    
アークネットという会社をご理解いただくための資料です。 
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１．社会に貢献出来るシステムを提供すること。   独創的かつ社会貢献の実現 
     それが社員の自信につながる 
  

２．そのことによって地域社会の発展に貢献出来ること。  地域雇用と地場企業支援の実現 

      人材の流出防止 
 

３．下請けではなく独自の技術で差別化を図る。  派遣や官庁入札に依存しない 
     あらゆる分野で最新の技術を構築する 

 

４．システムコンサルティングを中心にした技術集団を  長期雇用の実現には単なるプログラマー 

  目指します。    はなく、コンサルタントへの育成を目指す。 

   

５．社員が自信と安心をもって働ける企業作りを実現し  ある一定レベル以上の収入の保証、各種 

  ます。     保険などの整備と公平な人事考課の徹底 

 

  

 その為には優れた技術集団を形成する必要が有ります。
一方で優秀な人材は中央の大手企業に就職する傾向が
有り、結果的に地方の企業には人材が集まりにくいという
問題が有ります。これは誠に残念なことです。 
より多くの方々にご理解をいただき地域に貢献出来る人材
、企業を育成することが長期的な地方の経済活性化につ
ながると考えます。 
 
 もちろん企業の成長と安定には利益という裏づけが必要
です。アークネットは１０年くらい前からシステムサポート契
約だけでなく、ソフトウェアのレンタル制度のウェイトを上げ
ています。更にＰＯＰシステムの販売からプリンタの安定収
益を実現して設備投資などに反映させています。 
これからも収益に貢献するパッケージソリューションを開発
して行くことで更なる発展を目指しています。 
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年商目標は２億 
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食品小売業でのＰＯＳデータの分析をするシステムが評価
されています。小売業向けのパッケージ製品はこのほかに
顧客管理、勤怠管理、ＰＯＰシステム、グループウェア、
ギフト受発注管理システムがあります。 

マックスバリュ東北 
設備状況 
IBM  X3650    基幹サーバー 300GB*4 
IBM  X3655     仮想化サーバー AMDprocessor 2CPU 
IBM  DS3200   SANストレージ 300GB*11 
IBM  X3550    WEBサーバー  
IBM  X3550   DNSサーバー 
IBM  X3250     開発用サーバー 
ＨＰ DL380G7  SSD ２００ＧＢ×５ ＳＳＤ速度検証用 岩手県内の小売業 

丸江様、神文ストア様、キリンヤ様、マルイチ様、 
サンエー様、マイヤ様、キクコウストア様、オセン様、タケ
ダスポーツ様 
生協関係 
コープあいづ様、青森県庁生協様、福島県南生協様 

 
 

  
  

  
  

昔に比べるとサーバー統合で右のよう
に集約されています。 
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データ 

商 品 

マスタ 

店舗部門
マスタ 

発注処理 

自動発注システム 

検品処理 

勤怠端末 

顧客管理シス
テム（ＦＳＰ） 

商品売上分析
売価設定 

ＰＯＰシステム 

給与システム 会計システム 

就業計画作成 

実績確定処理 

グループウェア 

円

奉仕品
お洗濯には何と言ってもコレ！

花王アタック６０回

４９８

EOS発注 ＰＯＳシステム 

マニュアル制作 

オンデマンド印刷機 

 

の部分が弊社開発済みのアプリケーションです。 
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過去に特売にかかっている商
品のみを表示しますので、検
索の手間が省けます。 

上記の画面では特売の期間から、いくらの売価の時
に一日の販売数量が把握できますので、売価と売上
数量の関係を分析することが出来ます。もちろん特
定の商品をクリックすることでその時の店舗別の実
績も把握できます。（右のポップアップ画面） 

特定の商品をクリックす
ることで過去の特売での
実績を下の画面に展開し
ますので、特売の売価設
定や予想数量の把握に利
用できます。 

売価と日販数が重要 

 

BIとは本来DATA Miningを意味します。一つの実験事例をご紹介します。 

データマイニングで有名なのが「紙おむつを買う男性は一
緒にビールを買う」という検証結果があります。消費者が
モノを買うときについで買いをする傾向を見出して販売戦
略に生かす手法です。 

その理由は
下に 

子育てや家事に追われる奥様から紙おむつの買い物を頼まれたご主人は「何で俺が紙おむつを」とついビールを買ってしまう。 

ジャムから食パンに矢印が走っています。
ジャムを購入する人が食パンを購入する人
がジャムを購入する確率より高いために表
示されています。（こんにゃくと油揚げの関
係と同じです。）  

矢印の線が太いほど傾向
が強いという意味です。 



47,646÷毎分23枚= 34.5時間   47,646÷毎分３３枚=２４時間 

 

今やカラーのプリンタは当たり前の時代、しかしコストと
しては人件費が一番高い。同じ仕事をするのでも１時間で
終わるのか、２時間かかるのでは携わる人件費が経営に影
響する。プライスカードの印刷も性能の良いプリンタは高
い人件費を考えたら安いものだ。 

 スーパーの売上データは半端ではありません。約１億２千
万レコードのデータをかき回す情報分析やデータマイニング
のシステムでは速度が命、多少遅くてもなんていう妥協は許
されません。 
 いくらデータベースのチューニングをしてもデータの読み書
きが大量に発生するシステムではＣＰＵパワーよりもディスク
のＩＯ性能に依存するケースもあります。 
実際160SCSI のディスクと320SCSI では３０％の処理速度
の違いが検証された。今はSASの時代なので更に高速処理
が実現できています。 

１．夜間バッチ送信 

２．夜間バッチ更新処理 

 

 スーパーやコンビニでバイトの就業管理は大変な労力が必要、
それでもやるのは無駄な人件費を削減するため。だから『勤怠管
理システム』が注目されているのです。 
上記の数式は弊社のお客様はよくご存じです。一人のパートさん
を4時間残業なり、スケジュールに入れると年間約１００万円経費
増になる。利益を上げるのは大変だが、コストダウンはちょっとし
た工夫で可能なのです。 

分析系のシステムでは処理速度が優先！ 

 
/

 

Ｃ５５０  毎分２３枚Ａ３ Ｃ１０６０  毎分３３枚Ａ３ 

月間約５万枚のＰＯＰを印刷するお客様
の処理時間を比較すると処理能力に大
きな違いが出ることがわかります。 

 

機器構成 処理時間 ディスク格納装置 

   1 Kprm 146GB 320SCSI*12 約７時間 IBM   

 15Kprm 300GB SAS*11 ４時間５０分前後 IBM   

 SLC   200GB*5 １時間３０分前後  

使用したデータは約１００店舗のデータ１３月分です。１億３千万レコードの更新処理実績 

KONICA MINOLTA    

ＩＢＭ ３６５５ 

ＨＰ ＤＬ３８０ 



 

 今では当たり前になったお店でのプライス
カード作成は大変でした。その仕組みをより
使いやすくするシステムを今から１５年ほど
前に開発して現在のＷｅｂ対応の仕組みが出
来上がっています。 

電子棚札も普及しているが、中国も日本も紙のＰＯＰ
は重要な販促ツールとなっている。 
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ＰＯＰサーバー 

データベースはIBMDB2 

定番価格 

特売１ 

特売２ 

 ＤＩＹ様では商品点数が非常に多く、かつ商品の入れ替え規格や
売価などが頻繁に変わります。 
その為店舗では最新の商品マスタを参照してＰＯＰデータを作る必
要がありました。 
対応としてはＰＯＰサーバーには基本的なマスタやレイアウト情報
があり、同時に基幹システムの商品マスタをリアルタイムで参照し
て商品名を入手する仕組みになっています。 

 一つの商品が月間お買い得や日替わり、あるいはメーカー
キャンペーンなど複数の企画が並行で実施されています。店舗
では当日どの価格のものを印刷するかの判断が難しいという状
況にあります。そこで日付を入力した段階で当日のＰＯＳの売
価をホストコンピュータから参照して一番安い価格をＰＯＰ用
に適用する仕組みを採用しました。そのことでＰＯＳの売価と
ＰＯＰの売価が必ず一致するということが実現できています。 

  



SUPER MARKET

小売業の物流センタ 

帰り荷に納入地の産
地から集荷する。 

参加企業は新しい生産者の出荷予定情報を
いながらにして入手可能になります。 

野菜果物の生産者には活性炭の使用
を義務づけることで減農薬の野菜や
果物を栽培してもらえる。 

配送コスト削減には物
流センター機能が必須
です。 

 農家も収量が上がらなければ所得が増えない。所得が増えないとスーパーでの

買い上げ額も増加しないということになる。 

そこで減農薬や減肥につながるトウモロコシの活性炭を供給することで少しでも

農家のお役に立てればと考え活動しています。 

 

 

中国大連の製造工場 

 

活性炭の端的効果は根の
張り方に現れます。 

 

稲作でのセシウム吸収抑制実証実験で
の収穫の写真です。2011/10/20 花泉町 

 ２０１５年、トウモロコシの活性炭、カドミウ
ム対策の研究に「いわて産学連携推進協議会」
（リエゾンⅠ）の補助事業に採択されました。 
写真は授与式のもの、岩手銀行頭取様から目録
を受け取りました。 

２０１３年 ３月 国内製法特許取得！ 


