
株式会社ベストコミュニケーションズ

代表取締役

光安智秀

簡単、高機能 Notes DB モバイル化
の決定版「smaconne」



(株)ベストコミュニケーションズのご紹介

1996年に創業して、
Web & Notes アプリ開発を中心に
コンサルティングからサポートまで
幅広くサービスを提供しています。
• http://www.bcom.co.jp/

IBM Notes/Domino 向けパッケージ

Since 1996

http://www.bcom.co.jp/


IBM Notes データベースもスマホで使いたい！

稟議書ワークフローは、決裁者の外出が多いため
決裁まで時間が掛かるので、スマートデバイスで
外でも決裁できるようにしたい

顧客情報/折衝情報/製品情報/技術情報/マニュア
ルなどを社外のスマートデバイスから参照できる
ようにして、顧客対応スピードをアップしたい

PC のモバイル利用は重くて、起動に時間がかかっ
て、不便なので、止めたい

電車内でも楽にストレスなく使いたい

帳簿を入力するわけではないので、簡易に使いたい

業務効率化
・

スピード
アップ

利便性向上



IBM Notes DB のモバイル化に立ちはだかる壁

まともに Web 化するのでは、工数もコストもかかりすぎる…

XPages を社内で習得・展開するまで時間がかかる…

データベースの数が膨大で、改修にいつまでかかるか分からない
…

データベースを開発した社員がいなくなったので、どう改修して
よいか分からない…

予算も時間も限られている…

サーバーを追加するなど、設備を増やしたくない…

役員から、セキュリティも担保するようにと指示されている…

そもそも何から手をつければ良いか分からない… 等々



そこで、smaconne です！

は
現在お使いの IBM Notes データベースを

スマホで手軽に利用するための
IBM Notesデータベースです



smaconne の特長

サーバー追加不要 Domino 6 でも動作

カスタマイズ不要 エージェント連携可能

IBM Notes データベースだから…



DEMO
スレッド表示と文書のリッチテキスト

カテゴリの自動表示、ワークフロー



ほかのプログラムに連携できます！

エージェントを指定して連携

URL と引数を指定して連携

フォームやビューと連携して、
文書を作成/編集

ワークフローの承認/否認等に
ご利用

smaconneの設定だけで
新規文書作成も
文書編集も可能！



DEMO
smaconneによる新規文書作成/編集、
リッチテキストエディタ、
ファイル添付



アプリケーション設定文書を作成するだけ！

基本情報
• データベースに関する情報

ビュー情報
• 10 ビューまで設定可

フォーム情報
• フォームの数は無制限

• 100 フィールドまで（セクション含む）

• 独自にセクションを設定可

アクション情報
• ビュー用に 10 アクションまで設定可

• フォーム用に 10 アクションまで設定可

設定は、ほとんど選択するか
コピペするだけ！

アプリケーション設定文書＝IBM Notesデータベースの設定



新バージョンの主な特長

文書の新規作成/編集機能を追加

リッチテキスト対応機能の大幅な強化
• 「HTML とMIME 形式で保存する」不要、文書の再保存不要

添付ファイル操作の拡充
• 常時表示、添付ファイル追加/削除可能

セキュリティの強化

UI の改善

フォーム情報に関わる各アクションの高速化
など

2016年7月19日に
リリースしました！



YKT株式会社様
http://www.ykt.co.jp/

事業概要

電子機器・工作機械・測定
機器・溶接機械・産業機械
の輸出入販売

従業員数 101名

IBM Domino 8.5.3

ご利用データベース

自社開発の掲示板

自社開発のマニュアル

など

ベンダー 無し

データベースをスマートデバイス対
応のために１年間かけて改修する予
定だったが、その必要がなくなった

パソコンとは別のスマホで利用マ
ニュアルを参照することで、両方見
ながら操作できるので、楽になった

CACHATTO



日東工器株式会社様
http://www.nitto-kohki.co.jp/

事業概要

迅速流体継手（カプラ）の
製造・販売、省力化機械工
具の製造・販売、リニア駆
動ポンプとその応用製品の
製造・販売など

従業員数
単体 390 名
連結 980 名

IBM Domino 8.5.3

ご利用データベース

自社開発の
稟議書ワークフロー

など

ベンダー 弊社

すべてWeb 化するよりも手軽に導入
でき、コストも４分の１に抑えられ
た

役員や部門長はノート PC を持ち歩
く必要が無くなり、移動時間を有効
活用できるようになったので、稟議
のスピードアップを実現できた

CACHATTO



東亞合成株式会社様
http://www.toagosei.co.jp/

事業概要

基礎化学品、アクリル製品、
接着剤等の機能製品、樹脂
加工製品の製造および販売

従業員数
単独 1,117 名
連結 2,483 名

IBM Domino 7.0.3

ご利用データベース

自社開発の掲示板

など

ベンダー 無し

社外から参照できるので
大変有用

自社開発の
技術文書管理

CACHATTO



磐田信用金庫様
http://www.iwashin.co.jp/

事業概要

信用金庫法にもとづく業務
（預金業務、貸出業務、有
価証券投資業務、内国為替
業務、外国為替業務、国債
業務等）

役職員数 599名

IBM Domino 8.5.2

ご利用データベース

自社開発の通達掲示板

自社開発の慶弔掲示板

など

ベンダー
リコージャパ
ン株式会社

簡単でした

CACHATTO



マナック株式会社様
http://www.manac-inc.co.jp/

事業概要

難燃剤、医薬品、動物用医
薬品、食品添加物、写真感
光材料、高機能性材料、染
料、香料など、先端技術産
業への原材料供給を事業と
して展開

IBM Domino 9.0

ご利用データベース

自社開発の開発品管理

自社開発の会議室予約

など

ベンダー
田中電機工業
株式会社

従業員数
176 名
グループ 305 名

自社開発の週間予定表

利用者から PC を運ぶストレスが無く
なり、自分の好きなタイミングで見
られるようになって喜ばれている

データベースを作成して、すぐにモ
バイル化、と実運用にいくまで短い
ので、ストレスがなくスムーズで良
い

トータルコストを削減できた



IBM Notes DB のモバイル化に立ちはだかる壁

まともに Web 化するのでは、工数もコストもかかりすぎる…

XPages を社内で習得・展開するまで時間がかかる…

データベースの数が膨大で、改修にいつまでかかるか分からない
…

データベースを開発した社員がいなくなったので、どう改修して
よいか分からない…

予算も時間も限られている…

サーバーを追加するなど、設備を増やしたくない…

役員から、セキュリティも担保するようにと指示されている…

そもそも何から手をつければ良いか分からない… 等々



IBM Notesデータベースを
smaconneでモバイル化して
さらに有効活用しましょう！

✖ ＝



無料トライアルで是非お試しください！

smaconne のすべての最新機能をご利用いただけます！
利用人数や利用デバイスも無制限!!
• 制限

• 各社 1 IBM Domino サーバーまで

• 10 アプリケーション設定まで

• 試用期限はお申し込み日から１ヶ月後まで

常時受付中:
ご利用になる IBM Domino サーバー名の記載をお忘れ無く
• Web: 「用途」で「試用のため」にチェック

• https://www.bcom.co.jp/sdc/ez3_accept_act.nsf/Accept

• メール
• mailto:sales@bcom.co.jp

20周年を記念して、本日以降は

２ヶ月間ご提供！

https://www.bcom.co.jp/sdc/ez3_accept_act.nsf/Accept
mailto:sales@bcom.co.jp


ご清聴ありがとうございました

アンケートにご協力ください
展示ブースにもぜひお立ち寄りください

- Q&A、デモ、費用等

お問い合わせ先
電話: 03-5355-5885
メール: mitsu@bcom.co.jp



ワークショップ、セッション、および資料は、IBMまたはセッション発表者によって準備され、それぞれ独自の見解を反映した
ものです。それらは情報提供の目的のみで提供されており、いかなる参加者に対しても法律的またはその他の指導や助言を意図
したものではなく、またそのような結果を生むものでもありません。本講演資料に含まれている情報については、完全性と正確
性を期するよう努力しましたが、「現状のまま」提供され、明示または暗示にかかわらずいかなる保証も伴わないものとします。
本講演資料またはその他の資料の使用によって、あるいはその他の関連によって、いかなる損害が生じた場合も、IBMは責任を
負わないものとします。 本講演資料に含まれている内容は、IBMまたはそのサプライヤーやライセンス交付者からいかなる保
証または表明を引きだすことを意図したものでも、IBMソフトウェアの使用を規定する適用ライセンス契約の条項を変更するこ
とを意図したものでもなく、またそのような結果を生むものでもありません。

本講演資料でIBM製品、プログラム、またはサービスに言及していても、IBMが営業活動を行っているすべての国でそれらが使
用可能であることを暗示するものではありません。本講演資料で言及している製品リリース日付や製品機能は、市場機会または
その他の要因に基づいてIBM独自の決定権をもっていつでも変更できるものとし、いかなる方法においても将来の製品または機
能が使用可能になると確約することを意図したものではありません。本講演資料に含まれている内容は、参加者が開始する活動
によって特定の販売、売上高の向上、またはその他の結果が生じると述べる、または暗示することを意図したものでも、またそ
のような結果を生むものでもありません。 パフォーマンスは、管理された環境において標準的なIBMベンチマークを使用した
測定と予測に基づいています。ユーザーが経験する実際のスループットやパフォーマンスは、ユーザーのジョブ・ストリームに
おけるマルチプログラミングの量、入出力構成、ストレージ構成、および処理されるワークロードなどの考慮事項を含む、数多
くの要因に応じて変化します。したがって、個々のユーザーがここで述べられているものと同様の結果を得られると確約するも
のではありません。

記述されているすべてのお客様事例は、それらのお客様がどのようにIBM製品を使用したか、またそれらのお客様が達成した結
果の実例として示されたものです。実際の環境コストおよびパフォーマンス特性は、お客様ごとに異なる場合があります。


