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４年目に突入した AI 投資報告

2016 年 11 月号でご案内した AI 投資「お金のデザイン THEO( テオ )」がきっかけで始まった「AI 投資企画」!!

弊社代表 樋口が完全自腹で誕生日 8 月 18 日から 100 万投資して幾らになるか！という完全に樋口の個人責任、コムデックは一切リスクの無い異例
の企画、第３回目の報告時期がやってまいりました。

2019

遂にというか、やはりというか良い思いは続かない！

September

今年は横ばいどころか昨年より若干マイナスとみなさまの期待に応える？悲しい結果になっております ...Orz

何もせずひたすら AI 任せの「AI 投資」、定期預金よりは遥かにマシですが、ソコソコという結果は企画としては困った話です。
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樋口から補足
トランプ大統領め ~、と思わず他人のせ
いにしたくなる１年でした。
良い時はそんなに続きません、今回は地
合いが悪い中でも、分散投資効果を感じ
る結果になり一応満足。
何故かというと、別口の株式投資は見事
にマイナス結果、AI 投資はソコソコの結
果で乗り越えてくれ資産がマイナスなる
わけではなかったので安心して見ていら
れました。
ビビりの私には AI 投資は合っているい
るようですから、更に放置プレイを続け
てみます (^^;)

連載

元 銀 行 員 幾 美 の DX チャレンジ 第4 回『Girl

meets LINE WORKS③』

暑中見舞い申し上げます！好きなアイスはガツンとみかん、元銀行員の「I」です。
前回は私が LINE WORKS というツールを手にして確認と報告の鬼

へと成長を遂げた件についてお伝えいたしました。
今回は LINE WORKS 編最終回、LINE WORKS を使う上で気を付けていること、
「今すぐ実践！こ
れであなたも LINE WORKS マスター！」
について、
ポイントを 3 つに絞ってお伝えします！
①目的に応じたトークルームを作成せよ

はいこれが一番大事です！！！目的に合わせたメンバーでグループを作る、ことは通常の LINE でもやっていることだと思います。
例えば家族のグ
ループチャットとか。
しかし会社においてはそれだけでは不十分です。
チャットという気軽さは利点ですが、それは常に
「情報であふれかえって流れて
しまう」
ことと背中合わせ。
だからこそ、メンバーが同じであっても
「話題、目的」
に合わせてトークルームを作成することが望ましいのです。
弊社の場

合で言うと、
「電話の取次連絡だけをするトークルーム」
が各事業部分、
「それ以外の相談用トークルーム」
が各事業部分、
「請求に関することだけを伝え
るトークルーム」
やさらに…といったように話題でトークルームを分類します。
話題別のトークルームを作成すれば、
他の話題に阻まれることも、
情報

量に押し流されることも少なくなります。
今現在一つのトークルームで何でもかんでも話している貴方、
さぁ今すぐ目的別のトークルームを作成する
のです…！

②みんなに見えることろで伝えよ

これは簡単、
誰か個人に用事があるときに、
その人個人にチャットを飛ばすのではなく、
①で述べた目的別のトークルームで問いかける、
だけです。

例えば電話連絡ひとつとっても、
個人宛に送っていたらその人が忙しければいつまでたっても折り返しの連絡ができないかもしれません。
トラブル対

応で絶賛お困り中のお客様にとってはとてもじゃないけれど待てないでしょう。
しかしそれを
「他の人も見ることができる」
ところで伝えることで、別

の人が対処可能かもしれませんしお客様からもう一度電話があった時に事情を把握して対応できるかもしれません。
仕事は一人で行うものではない
ので、
積極的に
「みんなが見えることろ」
で伝えていきましょう。
③
「自分宛て」
を活用せよ

これは複数の PC を使っている方や、
PC とスマートフォン両方を活用されている方向けですが…

最低賃金 873 円の衝撃！
2019 年度の最低賃金改定額が発表され、三重県は 10 月１日から４年連続で 3% 増となる「873 円 (27 円増 )」になることが決定しま
した。
実際求人する場合には、流石に 880 円とは書きづらく、
実質的な最低賃金が 900 円になる時代が到来した事に驚きを感じます。
※東京都、神奈川県は遂に 1,000 円超え、お隣の愛知県は 926 円で実質 950 円となっています、最低は九州や四国、東北の 790 円となっています。

10 月には消費税増税もあり、可処分所得を底上げする必要もあることから今回の大幅増は理解できなくはないのですが、経営者の立場
からすると、仕事内容も売上も変わらないのに支払う給料だけが増えていく訳ですから、思わず「マジか !?」と呟きたくなる状況です。
しかも政府も野党も早期に最低賃金 1,000 円を目指すと言っていますから、最低賃金は上がり続けることは間違いなく、経営者様の悩
みは当面尽きることは無いようです ....。
「すごい効率上がる機械買っちゃった ~」
「宿泊施設だけど定休日作った」
「採用止めて外部の業務委託契約に切り替えた」など様々な先
輩経営者の方からお知恵をいただきますが、弊社がお客様にご提示できる知恵は、やはり IT 活用 !!
我々中小企業は IT を活用した生産性向上で立ち向かう事が絶対に必要です。
先日も、大阪、名古屋支店のメンバーは Web 会議で参加に
して移動時間・コストを下げたいというご依頼を頂戴するなど、IT に着目し、
動き出したお客様も出てきています。

・スマホで撮った写真を一枚、
PC に送りたいな〜でも Dropbox とか使うのはちょっと面倒だな〜
・社長から指示されたこと忘れないようにメモっとこ

はい！そんなとき！自分のトークルーム宛てに送信！！！これ結構使えます。

備忘録だったり画像送信だったり、
何しろ自分しか見られないので好き勝手に活用しています。

最低賃金実質 900 円、いずれは 1000 円になる事がわかっている今！、御社の生産性向上策を一緒に考えさせていただけませんか？
代表取締役社長 樋口 雅寿
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「Kintone cafe MIE」やってます！

弊社お客様における
kintone ご利用状況

kintone にまだ触れたことのない方からプロフェッショナルまで、色々な人たちが楽しく学び・教
え合うことで、kintone の魅力や活用法をみんなで共有するための勉強会コミュニティ、通称
kintone cafe。
3 月に vol.1 を開催してから早 5 か月…ようやく vol.2 の開催と相成りました！
とはいえこちら、コムデックとしてはあくまで「みんなが kintone について気軽に意見交換したり、
学ぶ場を提供だけしている」という立ち位置。
きりんの「りんちゃん」とゾウの「パオくん」くらいは出張いたしますが、あくまで主役は参加者の皆
様です。
コムデックのお客様で kintone に意欲的に取り組んでいらっしゃる方も参加されていますが、まっ
たくコムデックと関わりのない方も多数ご来場されています。

弊 社 社 屋 で の kintone cafe 開 催 も あ り、に わ か に 盛 り 上 が り を 見 せ る
kintone。
6 月に開催された IT 活用戦略セミナーでは、I-O DATA 機器とコラボした案
件管理、通称 KANBAN に足を止められるお客様が多くいらっしゃいました。

弊社のお客様の中で実際に kintone を利用されている企業様は全部で
41 社。
2017 年は 5 社様のみでしたが、そこから 2019 年までで 36 社もの
お客様に新規で採用いただきました。
ご利用いただいている企業様の人数、業種は実に様々、つまり抱えて
いる問題も様々です。

今回の Cafe テーマは「kintone のモバイル活用」と「便利なプラグイン」。
5 年間放置され続けていたモバイル版の kintone が最近のアップデートで格段に見やすく、使いや
すくなりました！というお話からはじまり、ちょっとしたことだけどあると便利なプラグインを紹
介していただきました。
話を聞くだけではなく、休憩時間中に気軽に質問を投稿していただき「これうちでも取り入れていま
す」
「どんなことに使っているんですか？」
「うちでは今こうやって運用しているんだけど…」等々、サ
イボウズの方にもご協力頂いたおかげで今後の活用の参考になること間違いなしの第二回となりま
した。

もちろん kintone そのままでは皆さんのお仕事には「合い」ません。
kintone 側を仕事に「合わせる」必要があります。
お仕着せのソフトとは違い、自分たちの「仕事」に合わせた情報の形、
管理の形を自分たちで「育てて」いくことができるサービス、それが
kintone です。
これからは定 期 開 催 していく予定
ですので、是非こちらのページから
情報をキャッチしてみてくださいね！

そんな kintone cafe、こんな方は是非ご参加ください！
● kintone 初めましての方、実際触ってみたい方

とはいえなんでもかんでもができるわけではありません。出来る限り
実現できるようサポートするのがコムデックのお仕事でもあったりし
ますが、ご自身でも情報管理の形を変えられるのが最大の特徴。
小さく始めて小さく育てていける kintone、これを機に「栽培」を検
討されてはいかがでしょうか？

● kintone 興味あるんだけどな〜という方

● kintone について話をしたいという方、一応内容聞いとこうかという方

● 使っているけどイマイチしっくりきていない方、もっと使いこなしたい方
● アプリカスタマイズにチャレンジしたい方
● kintone を三重で普及させたい！って方

経営者様向け情報

５月号の社員紹介に続き役員紹介【第２回】専務の生田です m(̲̲)m

次回は星空の見えるキャンプ場で開催という噂も… 続報をお待ちください！

サイボウズ
サイボウズ DAYS
DAYS
一緒に行きませんか？
一緒に行きませんか？

kintone の開発元であるサイボウズ主催のサイボウズ DAYS、今年は名古屋、
東京、大阪で開催されます！
今年のテーマは「モンスターへの挑戦状」。モンスター＝”〇〇しなくてはいけ
ない、〇〇はすべきではないと、実体はないのに支配されている思い込み”。
バラエティ豊かな講演のほか、最新のソリューションを体験できるブースが
用意されているとのこと。kintone に限らず、多様な働き方に柔軟に対応する
サイボウズの働き方を見ることができるチャンスです！
弊社社員も名古屋・大阪には参加予定となっておりますので、是非一緒に（広
い会場内で巡り合えるかは定かではありませんが）モンスターを倒しにまい
りましょう！

皆さん、こんにちは。

コムデックの生田と申します。

この度は私の事を皆様に知っていただける機会という事で大変恐縮しておりま
す。

生田といえば「ワイン」というぐらいこの数年間はワインの事ばかり考えている
のが私「生田」です。

なぜそれ程にワインが好きなんですか？と質問をただく事が多いのですが
ワインがあればビールも日本酒もお茶もコーヒーも要らない！

許されるのであれば一日中ワインを飲んでいたいぐらいワインに夢中なので
す。

そして、ワインの事が好きな本当の理由は「自身とワインが似ている」と感じる
からです。

サイボウズ 青野社長にお会いしてきました！
奥様が久居市ご出身というご縁で、サイボウズ青野社長が昨年から津市でセミ
ナーを開催されています。
これは ... 是非お会いして Kintone 普及活動のご報告をせねば、と弊社代表
樋口が青野社長に会いに行ってまいりました (^^)/
思ってたより小柄な方だったそうですが、国を相手に「夫婦別姓」について裁判
を起こすなどナカナカ騒がしい方でもあり、独特の風格を感じたそうです。
そして、お逢いした週末の朝に大好きな「がっちりマンデー」見たら、おお！青
野社長出てるやん！と一人盛り上がっておりました (^^;)
サイボウズ DAYS では、青野社長をはじめとした著名な方々の講演が無料！
で楽しめちゃいますので是非みなさんもご一緒に参加しましょう！

一般的にワインは、天候と土壌と育てる人によってその品質が大きく左右され
るといわれていますが、伊勢の地に根差し、顧客企業の業務の課題を IT で解決

する生業を通じて多くの出会いや困難を経験し、素敵な方々との関係があって
今の自分があって…そんな自身とワインを重ねるロマンチストが生田です。
という訳で奈良県からやってきたワイン好きのロマンチストが生田でした。
8 月 9 日に記念撮影させてい
ただいた青野社長（画像中央）、
11 日 ( 日 ) 朝の経済番組「がっ
ちりマンデー」にご出演 !!

