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三井不森産彰淑承庶祝株式会社
ねT嘗助準娼ン署部

淳潤庶妾ソ彰少ー淳庄ン舜承ー勝 舜承ー勝⻑
喜納季酌収稀 秀⾏

業務アプ彰ケーション州内製化周求めら汁柔
最適収開発基盤、推進体制と修？

概要
〜尚ー殉ー州藷ー盾周短期間綬応え含仕様変更周柔軟周対応殊柔仕組輯州構築〜
事業部門爵独⾃周開発手酒業務淑勝彰駿ー淳庄ン州乱⽴需償廠暑竣商暑竣潤化爵進夙綬い酒開
発維持体制叔大酌錫変革岸 統合開発基盤州導入綬淳将書ーねT州撲滅含ねT統制叔実現殊柔需需酬
周含開発周灼灼柔期間州短縮需コ潤署州削減叔実現岸
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さそずそ年せ月さす日設⽴

資本⾦ざごご億円

営業収益：さぐじずし億円季ざごさず年度連結実績稀

従業員数：単体 しぐそしず名含連結 じぐそざず名季ざごさせ年じ月さ日現在稀

URば：れttpイ:ここエエエげmりけィらa」tオげjpこ
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●個人向寂不森産仲介事業

主所有不森産州売却含購入含
杓十び賃貸周関殊柔取蹴守蹴収
楯ー鋤潤叔提供手樹い蹴殊岸

※三井不森産彰淑承庶祝舜承ー勝修
グぜず年度〜グさず年度州しさ年連続

全国売買仲介取扱件数Nんげさ綬殊岸

●駐⾞場・駐輪場州
管理・運営

駐⾞場・駐輪場周十柔
資産活用娼藷少ー叔

豊富周主提案手樹い蹴殊岸

●俊ー淳熟淑彰ン舜

竣承嘗叔所有珠狩含気軽周使え柔
俊ー淳熟淑彰ン舜楯ー鋤潤叔

提供手樹い蹴殊岸

●法人向寂不森産仲介

法人州事業用・投資用不森産藷ー盾含
あ柔い修述傷祝潤や店舗州賃貸周

迅速含的確含総合的周杓応え手蹴殊岸

●不森産資産
コン楯承庶祝ン舜

個人資産家州不森産戦略叔
成功周導錫酒酋州徐ー署薯ー需手樹含

多様収藷ー盾周
ワン潤署暑勝綬杓応え手樹い蹴殊岸

●外国人向寂不森産仲介

竣招潤商ー処ー州不森産取引周含
専任州潤順暑傷爵杓応え手樹い蹴殊岸
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Õ勝廠暑署傷術ー妾戦略
地図基盤含とataVろイウa」ろカatろんを基盤含でれat Uね基盤収囚

Ö嘗縮竣招楯ー鋤潤化戦略季宵叙彰淳暑竣型含塾術ー順傷術ー承開発灼従州脱却稀

どづね基盤含づPね にatらエaオ収囚
×内製強化戦略

叙ンコー緒縮ン舜づPP基盤季なaイtづPP稀含のらtイt」ap州署廠縮淑承等

鬼頼従汁柔情淳潤含強い情淳潤周収柔！！亀

ねT嘗助準娼ン署部州取戎組輯Õ

常日頃含公言手樹い柔惹需

実現周向寂樹州況寿州戦略

当社州緒準順承署廠ン潤傷術ー娼淳庄ン

≒
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ねT嘗助準娼ン署部州取戎組輯Ö

���含づPね

勝廠暑署傷術ー妾
季地図基盤含とataVろイウa」ろカatろんを基盤含でれat Uね基盤収囚稀

基幹
淳潤庶妾Õ

基幹
淳潤庶妾Ö

基幹
淳潤庶妾を

★内製強化唱縮ン署

十戎柔軟収対応や
十戎潤除ー書叔

求酋従汁柔楯ー鋤潤

↓

・新規楯ー鋤潤季仕様爵決酋従汁収い稀
・嘗ー駿暑署含業績等州影響綬仕様爵

惹渋惹渋変わ柔楯ー鋤潤

例え愁含
営業便利曙ー承や販促管理曙ー承含
補助的収機能含小規模州楯償淳潤庶妾
収囚

当社とX州縮娼ー準図

…
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本日州淳薯彰述

・収種？内製化周向灼う必要爵あ呪酒州灼？
背景や課題含疑問収囚

・内製化周向寂樹準備叔囚う整え樹い呪酒州灼？
製品選定含体制や進酋方収囚

・結果含囚う収呪酒州灼？
評価含事例紹介含今後州方向性収囚
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加え樹Sろらィ依存州淳潤庶妾構築含出ン女ン潤開発へ州危機感？！

内製淳傷署へ州署彰峻ー季背景・課題稀

起酌樹い酒惹需
・作呪酒人手灼わ灼従収い 含作呪酒人爵い収い淳潤庶妾

属人性州問題
・思い寿酌含良灼汁需思呪樹作従汁酒淳潤庶妾

多重投資含無駄収淳潤庶妾含思わ宗署廠償承
・コン勝廠縮淑ン潤季情報漏洩含緒ー順不整合等稀含ねT統制州問題

社内周どUで季出ン書尚ー殉ーコン除少ー庶祝ン舜稀含淳将書ーねT爵乱⽴

大小あわ珠樹しごご件叔超え樹い柔惹需爵判明季ざごさし年す月州調査結果稀
季尚ー殉ー部門爵どXでどば嘗竣招やづででどSS綬独⾃周作呪酒曙ー承や独⾃周導入手酒づSP楯ー鋤潤等稀
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課題解決方針州策定

・尚ー殉ー部門周業務淑勝彰駿ー淳庄ン叔勝手周作従珠収い
・ねT部門主導綬一括手樹開発手尚ー殉ー部門周提供殊柔
・尚ー殉ー部門州要望叔素早錫実現手使呪樹酬従う

季遅い含高い灼従州脱却稀

腫州酒酋周

課題解決周向寂樹

淑勝彰駿ー淳庄ン開発州酒酋州勝廠暑署傷術ー妾整備爵必要

鬼統合基盤導入周十柔内製強化亀州検討叔開始
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製品 Uをろtてaイら にらをらXウイ Wらb Pらィりんィmらィ

開発社 SでSは 準将潤署淳潤庶妾 にらをらXウイが塾承舜淑縮き 春将叙ンねT
ソ彰少ー淳庄ン盾

分類 設計・実⾏出ン準ン型 設計・実⾏出ン準ン型 設計・コー書生成型 設計・コー書生成型

設計情報 彰唱準署彰 彰唱準署彰 薯抄暑準ベー潤 彰唱準署彰

スキーマ生成 あ戎 あ戎 あ戎 収手

データベース 標準RとてMS
季制約け少稀

俊ー書型とて
が制約け多稀

標準RとてMS
季制約け多稀

標準RとてMS
季制約け少稀

開発ベース Wらb償廠塾殉 Wらb償廠塾殉 どc」ろpイら拡張 どc」ろpイら拡張

生成コード 生成手収い 生成手収い のaェaぐで#ぐRウbオ
が独⾃コー書き

のaェa
がSpィろをるMVでき

求め柔スキ承 非勝招舜廠嘗
くのaェa技術者

非勝招舜廠嘗
くのaェa技術者

にらをらXウイ開発者
季独⾃技術稀 のaェa技術者

統合基盤州比較
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開発基盤需手樹州必要収機能含評価唱縮ン署修？
・開発機能州充実季◎稀

画⾯叔簡易周開発綬酌利用部門需縮娼ー準叔共有手収爵従開発爵可能
緒ー順ベー潤爵外付寂周収呪樹い柔酒酋外部淳潤庶妾灼従州利用や連携爵容易
基幹淳潤庶妾需���含���等綬連携可能収酒酋����需州女縮償彰暑書開発酬可能

・操作性季○稀
標準機能綬修含いわゆ柔管理画⾯風収Uね周収呪樹手蹴う ≠ 直感的含彰暑初
でSS州導入周十戎改善可能首爵含俊潤順嘗縮盾州要因周収柔酒酋制限手樹い柔岸

・保守含娼ン庶薯ン潤性季◎稀
ソー潤抄潤収州綬含作成取汁柔設計書需彰ソー潤爵一致手娼ン庶薯ン潤性修高い岸
俊潤順嘗縮盾爵手難錫い酒酋属人化酬抑制綬酌柔岸

・書春少娼ン署機能州充足性季◎稀
作成手酒淑勝彰駿ー淳庄ン毎周容易周生成可能

特周含緒ー順ベー潤州⾃由度州高取叔重要視！！
業務周合わ珠樹⾃由周緒ー順ベー潤設計爵綬酌含潤春ー嘗州変更含初少ー藷ン舜爵可能収惹需周
加え樹含基幹淳潤庶妾需酬容易周連携綬酌柔州綬開発周杓寂柔制約事項爵少収い岸

統合基盤周求酋柔要件含製品選定州唱縮ン署
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なaイtづPP内製州歴史

・年表
ざごさし年ごぜ月：なaイtづPP署廠縮淑承導入
ざごさし年さざ月：本運用開始季さご尚ー殉廠縮純ン潤稀
ざごさじ年ごし月：潤署抄ー準拡張

廠縮純ン潤追加季ざすさ〜すごごUイらィ含すづpp蹴綬稀
ざごさじ年ごぜ月：基幹淳潤庶妾需づPね連携開始季勝廠舜縮ン環境構築稀
ざごさす年ごさ月：序暑竣淑暑勝機能構築
ざごさす年ござ月：でPU含娼宵彰増強

さcんィら／ざにて → ざcんィら／じにてへ

・稼森中淑勝彰駿ー淳庄ン：教じ種類季しじそ機能稀
教機能≒ごげす人月換算綬約さずご人月規模州淳潤庶妾叔内製綬構築

・仕掛戎中淑勝彰駿ー淳庄ン：そ種類季約さすご機能稀

・利用者：約しぐごごご人季商彰少ー妾廠縮純ン潤契約調整中稀
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体制

開発推進周あ酒戎
・開発体制州構築

少数精鋭含淑準将縮承型州開発
開発体制：じ名季山本彰ー処ー以下含Sどさ名含Pにざ名稀

季彰ー処ー含Sど修業務知識あ戎稀
なaイtづPP習得期間：一寿淳潤庶妾叔作汁愁殊若使い惹収珠柔
季教育含⽴儒上弱期間修大十腫さヶ月稀

・開発承ー承季掟稀州制定
属人化含複雑化回避州酒酋開発彰ー処ー需州間綬鬼掟亀叔定酋酒岸
掟教．俊潤順嘗縮盾修手収い季なaイtづPP州標準機能州輯綬実装殊柔稀
掟橋．なaイtづPP側周づPね修作従収い季づPね修基幹側周構築稀

����

���

基幹
淫胤吋ﾑ

基幹
淫胤吋ﾑ

����

���

×
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勝招署順縮除ン舜州娼彰暑署
淑準将縮承的周進酋柔惹需爵可能含潤宵ー承潤順ー署周酬向い樹い柔
・森錫酬州叔⾒珠柔惹需綬思考州拡散叔抑制
・竣招ー準ン舜周向寂樹建設的収意⾒交換周淳傷署

囚うや呪酒従綬酌柔灼？
・�	部門主導州淳潤庶妾構築叔実現季工期短縮含コ潤署抑制稀

進酋方

Õ
淫胤吋ﾑ
相談

Ö
要件

鵜ﾔﾘ運ｸ雲

×
窺荏ﾛ右ﾀｲ窺荏

作成
Ù

招ーン初

淫胤吋ﾑ構築含導入州相談叔
ねT部門周集約 約教週間

規模周十戎Ö含×叔繰戎返手実施

→ 出ン女ン潤へ
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出ン女ン潤開発へ

■Sろらィ発注州場合

工期短縮含コ潤署抑制季内製需Sろらィ発注州比較稀

要件定義 設計・開発 試験

例え愁含すご機能／ざす人月相当州淳潤庶妾叔構築殊柔需手樹

さげすヶ月 しヶ月〜じヶ月 さげすヶ月 安定稼森周さヶ月

要件定義
季勝招署順縮勝作成稀

設計・開発

試験

本稼森蹴綬約ずヶ月〜せヶ月

■内製州場合
しこさ以下周！！

本稼森蹴綬約ざヶ月



15

Õ苦労手酒惹需

・淑準将縮承的開発手法へ州慣汁州問題
鬼勝招署順縮勝作成→評価亀州繰戎返手周不慣汁収酒酋⾒柔酒び周要件爵変わ柔岸
季⾒え柔惹需州緒娼彰暑署綬酬あ柔稀

基準州制定：三回以内州開発・評価叔基準需手樹推進
一定回数州開発・評価綬一旦稼森季潤宵ー承潤順ー署稀取珠含利用者州声叔吸い上弱
出ン女ン潤へ誘導殊柔岸
→ 潤除ー書開発州実現需改修要求州属人性排除

・ＵＩ含ＵＸへ州拘戎季なaイtづPP標準機能綬修実装綬酌収い要求稀
生産性含コ潤署州優位性叔Sねらィ発注需州比較周十戎可視化手理解叔求酋樹い柔岸

・権限管理
基幹淳潤庶妾州社員嘗潤順需連森手樹一括綬権限付与殊柔仕組輯叔構築手対応

評価Õ
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Ö実用性周寿い樹

台帳管理叔修朱酋含鋤準助潤招準暑竣酬標準機能綬組輯込週惹需爵可能
基幹淳潤庶妾向酌綬収い業務周杓い樹含開発期間含開発コ潤署含娼ン庶薯ン潤性周
優位性爵あ柔需評価手樹い柔岸
・販促制度
・尚ー殉ー部門州特有業務
・運用変更爵多い業務

×徐傷術ー嘗ン潤
・徐傷術ー嘗ン潤初少ー藷ン舜

緒ー順ベー潤爵外付寂州酒酋通常州淳潤庶妾需同様周可能
・緒ー順容量

基幹淳潤庶妾需遜色収い徐傷術ー嘗ン潤綬森作季既存緒ー順修数千万件規模稀

評価Ö
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なaイtづPP導入州結果

惹州十う収形周収戎蹴手酒！

みてらりんィらめ

みづりtらィめ
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Õ三井州彰女塾潤しずごル楯唱ー署楯ー鋤潤

・基幹淳潤庶妾需修づPね周十柔連携
・三井州彰女塾潤ぬPへ酬情報掲載
・問合珠一次受寂委託先へ州機能提供綬対応叔潤妾ー盾周！

楯ー鋤潤娼藷少ー州追加や制度変更周迅速周対応綬酌
同業他社需州差別化叔実現

活用実例州主紹介Õ
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Ö取引実績管理淳潤庶妾

彰女塾潤事業州過去州取引実績叔年度含市区町村別周検索綬酌柔機能
台帳管理的収情報叔緒ー順ベー潤化手検索・一覧表⽰叔可能周！
・短期間季約教週間稀綬構築手酒事例
・どォcら」綬管理手樹い酒情報叔初期緒ー順需手樹投入
・取引実績修月単位周手作業綬更新季作業時間修す分程度稀
・過去約ざご年分州取引実績含約ずす万件叔管理

活用実例州主紹介Ö
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×基幹淳潤庶妾州要望投稿機能

昨年ささ月周招ーン初手酒仲介営業支援淳潤庶妾季基幹淳潤庶妾稀州
補助機能需手樹利用者灼従州要望投稿機能叔構築
・基幹淳潤庶妾州各画⾯周設置手酒彰ン竣灼従要望投稿機能へ遷移
・投稿内容修管理画⾯綬即時確認可能
・今後含寄珠従汁酒要望叔公開手鬼いい就！亀綬酌柔十う周殊柔予定

従来州楯唱ー署純ン順ーへ州
電話問合珠周加え樹含
鬼惹夙収機能爵欲手い亀
鬼惹惹爵分灼戎周錫い亀
鬼惹惹爵使い周錫い亀
需い呪酒気授酌叔殊若周投稿

↓
利用者州声叔活灼手
利用者需共周成⻑殊柔淳潤庶妾構築叔実現

活用実例州主紹介×
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腫手樹囚う収呪酒灼？
・可変要素州多い淑勝彰駿ー淳庄ン叔短期間綬楯ー鋤潤縮ン！
・淑準将縮承州十う収開発酬可能周！
・淳潤庶妾化州案件相談含依頼爵急増季口コ奨綬広爵柔稀
→ 利用者灼従一定州評価叔得含社内綬認知取汁修朱酋樹い柔岸

出ン書尚ー殉ー周修作従珠収い含ねT嘗助準娼ン署部爵作呪樹提供殊柔
・多少州⾒栄え修我慢手樹酬従う
・多少州運用⾯綬州俊序ー修負増手樹酬従う
※淳潤庶妾化殊柔需惹渋需含人手綬補う需惹渋州序廠ン潤叔重視！

個人的収拘戎含趣味的収要素修排除 → 結果含過剰実装叔収錫珠酒岸

腫州代わ戎
・殊若作呪樹含変更依頼周酬殊若応え柔岸
・早錫提供殊柔含さ週間綬提供殊柔季⾒珠柔稀

内製強化取汁含囚う収呪酒灼？？
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蹴需酋
・ねT部門主導州淳潤庶妾構築含ねT統制叔実現
・開発周灼灼柔期間州短縮需コ潤署州軽減叔実現
・淑準将縮承開発含潤宵ー承潤順ー署州実現

今後州構想修・・
・基幹淳潤庶妾綬州女縮償彰暑書開発州模索
・基幹淳潤庶妾周繋弱柔周辺淳潤庶妾含楯償淳潤庶妾州拡大
・社内手続酌州効率化へ州貢献

散在殊柔申請・承認手続酌州統合含ワー竣傷招ー需州連森収囚

蹴需酋

なaイtづPP州唱庶ン淳将承叔最大限周発揮手含
鬼頼従汁柔情淳潤含強い情淳潤亀叔目指手続寂柔
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主清聴あ戎爵需う主守い蹴手酒


