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VHS ビデオの映像をデジタル化してクラウドに保存

「フロッピーディスク」
「Zip ディスク」
「MO( 光磁気 ) ディスク」
「スマートメディ
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ア」
「XD ピクチャーカード」... パソコン界では数々の記憶メディアが生まれ、消え
ていきました。

05

vol.37

映像記録メディアは、最近 30 年「VHS」が主流で「DVD」が現在でも長らく主流
でしたが流石に画質が悪いので最近は人気が無くなりました。
それでも街中では現在も「お手持ちの記念 VHS⇒DVD に変換します！」って広
告も見かけます ( 手数料 1 本 1000 円程だそうです )。
私もそろそろ過去の VHS をデジタル化しないと不味いなと思いイロイロ探して
いたのですが、VHS ビデオデッキや、ビデオカメラとパソコン、スマートフォン
を繋ぐだけで安価に簡単に動画ファイルが作成できるデバイスが多数登場して
いました。
実売で 3,000 円程度と非常に安価な製品が多いので、手持ちの VHS ビデオデッキ
や、
ビデオカメラが動く間に動画ファイルに変換しておいたほうが良さそうです。
デジタル化されたデータを OneDrive や DropBox などのクラウドサービスに
保存しておけば劣化することもないので、クラウド保存しておけば長期間見られ

複数社から似たような製品が発売されていますがどれも
2500 〜 4000 円程です。

なくなる心配しなくて良さそうです。

弊社の DropBox に
保存されている有限
会社時代の AZ ワゴ
ン号と中谷君の懐か
しの日（笑）

弊社でも新社屋への引っ越しや、伊勢市を襲った水害を契機に過去の写真を全て
スキャンしてデジタル化、DropBox に保存し直しました。
今でも何時でも何処でも懐かしの写真を閲覧できますので、DropBox 便利です
よ〜とお伝えするのに使ったりしています。

Im a d o k i コラム

今までの労力は何だったのか？
パスワード「頻繁に変更は NG」と総務省が方針転換

「パスワード変更に無駄に使った俺の時間返せ！」ってネットでは総務
省のまさかの方針変更に恨みの声もでていました。
銀行の取引画面等で、大文字、小文字、数字、記号を使って 8 文字以上の
覚えにくいパスワードを強要され、更にそれを定期的に変更することを
要求されて、どうしてこんなルールがあるのかと憤ったことがある人は
多いのでは無いでしょうか？
複雑なパスワードの定期的な変更の弊害として、多くのサイトで異なる

ようこそコムデックへ！ 今年も新入社員紹介がやってきました！

パスワードを運用するのにウンザリしたり、パスワードを忘れてしまっ
てリセットするにに貴重な時間を浪費する事も多々あるのでは無いで

三月に咲いて散っていた今年の桜の代わりに、プロジェクターの桜画像を背

しょうか？
10 桁上の複雑なパスワードで運営し、定期的なパスワード変更は
結局 Comdec0401→Comdec0104→0401Comdec など似たような

不要、漏洩したと感じたら即変更というのが新しいパスワードの考

文字列を繰り返し利用する、不毛な変更作業を弊社も行っていました。

え方のようです。

※プライバシーマークなどのセキュリティ基準の定義書でも定期的な

最近では「Facebook」等の SNS サービスや「Evernote」や

パスワード変更が要求されています。

「DropBox」
「Oﬃce365」等のクラウドサービスは二段階認証 ( パ
スワード＋ショートメールへの認証コード送付 ) での運用が当た

IT 業界では前から、定期的なパスワード変更って手間が掛かる割に効果

り前になりつつありますので既に世間の方がすすんでますね。

薄いし、徹底されてないよねと声があったのですが、昨年 12 月、サイ

そもそも重要な情報をパスワード認証だけで運用するのは危険が

バー攻撃対策を担う内閣官房の内閣サイバーセキュリティセンターが

あります、弊社としては利用出来る場合は必ず、二段階認証の利用

「必要なし」とする見解を示したことで、総務省も方針を変えたそうです。

設定を推奨致します。

景に 2018 年入社式が挙行されました。
少子化で年々採用が困難になる中、幸い二人の新メンバーを迎えることがで
きました。
採用が困難なら、教育は大変、私だけでなく社をあげての基礎教育、OJT で
大変な手間が必要となります。
しかし、中小企業が苦手とする「採用「教育」
「広告」をクリアしないと業績拡
大はありませんので、右記の様な計画をたてて真面目に手間暇掛けて取り組
むようにしています。
採用した彼、彼女らの人生のプラスになるように会社が、社長が、先輩社員達
が取り組み、
会社力が試されるのが新入社員研修です。
弊社新入社員、これから様々な失敗談が生まれると思いますが、温かい目で
彼らの成長を見守っていただきますよう御願い申し上げます。

株式会社コムデック
〒516-0007

三重県伊勢市小木町 484-1

HP http://www.comdec.jp

TEL 0596-31-1100

FAX 0596-31-3300

http://www.facebook.com/comdec.jp

弊社の新卒者教育

代表取締役社長 樋口 雅寿

●朝の勉強会 7:30 〜 8:30
火曜＆金曜 新聞、書籍の読み合わせ、意見出し
水曜＆木曜 経営品質協議会 「チームの基本シリーズ 全 6 巻」

●部署 OJT ローテーション
システム開発部→クラウド事業部→IT サポート部を各 1 ヶ月
毎週金曜日に週次面談
各部 OJT 終了時に成果発表プレゼンテーション

●外部の新入社員研修
4 月から 9 月の半年間 月二回名古屋での集合研修に参加

〉
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バトミントン・ソフトテニス専門店 エバーラケット様

エバーラケット株式会社 伊勢本店
〒516-0072
三重県伊勢市宮後 2 丁目 1 番 16 号 ２F 新道商店街入口の歩道橋横
TEL：0596-29-0600 HP：http://www.ever-racket.com
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デュアルモニターどころかトリプルモニターを駆使して
若手スタッフがネット通販を高速処理されています。

久しぶりのユーザーインタビューは、社長と若手社員が一丸となっ
た IT 活用経営により、人を増やさず売上を増やし続ける「超高効率経
営」をつづける「バトミントン」
「ソフトテニス」専門店「エバーラケッ
ト」様に伺いました。
弊社にて、販売・在庫管理システムの作成、伊勢店と津店をつなぐ
VPN ネットワーク構築、LINE WORKS などのクラウドサービスの
導入を行わせていただきましたが、IT 活用で賭けている宮田社長の
アイディアと即実行力が凄いのです。
皆様にも「エバーラケット」様の IT を活用した凄い経営の一端をご
紹介させていただきます。
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全 員 が LINE WORKS
を利用して情報が迅速
に共有され、活用されて
います。

宮田

デュアルモニターは格好いいから始めて見たんですが、
滅茶苦茶便利ですね、左の画面に注文内容を、右にシス
テムの画面出して画面切替無しで入力、チェックできる
ので作業性が格段に上がりました。

樋口

クラウドツールとして「LINE WORKS」導入されました
が、チャット中心の利用ですか？

樋口

久々のユーザーインタビューにご協力ありがとうござい

には帰れますからね（笑）津店はスタッフ 1 名で運営して

ます！弊社システム導入で最高に成果出ていると噂の「エ

いるのですが、システム使って普通の 2.5 倍の仕事量回せ

バーラケット」様、遂に登場ですね（笑）

ますから、人を増やさずに成長が加速している有難い状態

宮田

ので、真面目な仕事スレッドだけでなく、コミュニケー
ション用のスレッドなど、ビジネス版 LINE として大活躍
中です。それと日報や作業調整も LINE WORKS の掲示

です。伊勢店、津店そして楽天通販と三店舗を 4 人で運営
宮田

成果でてますよ〜、コムデックさんに出会って良かったで

できるのは、システム投資による超高効率経営あってのこ

す（笑）特に佐田さんは店にもよく寄ってくれるし、システ

とです。

樋口

宮田社長からは良く過分なお褒めの言葉頂きますが、販

樋口

おお！そこまで仰って頂けるとは、嬉しい限りです !!

宮田

システム導入前は、過労死するくらい働いていたのです

めて月商 100 万円程だったのですが、現在は月商 700 〜

が、西田税理士の紹介でコムデックさんと出会ってシステ

800 万円と絶好調ですね。

ムだけでなくパソコン、ファイルサーバー、ネットワーク、

しかも通販用にコムデックさんにデータ処理の部分のシス

クラウド導入で労力が大幅に削減されていますよ。なん

テムに手を入れて、強化して貰ったことで、担当者の数は 1

せ、毎日夜 11 時、12 時だったのが、今では閉店後 15 分後

名と最初から変わっていませんから、滅茶苦茶生産性上

弊社も LINE WORKS にスケジュールも全面移行したん

が進むので良いですね。

現役時代は、全日本総合混合複ベスト
3 など全日本レベルで活躍された実績
を持つ宮田社長。
小学生の部全国優勝者を育成するな
ど、ジュニア指導でも高い手腕を発揮
していましたが、現在は経営者として
も優秀な手腕を発揮されています。

オーダーメイドされたり、パソコンも良いの使ったり、更に
デュアル、トリプルモニターで作業効率に拘ってみえますね。

一昨年から地元高校の職場体験に協力しているのですが、
ので、若い子が働きたくなる職場なんですかね？親御さ
んも協力してくれるなど皆さんに支えられてる感じです。

樋 口 「エバーラケット杯」開催してバトミントン界の活性化に
尽力したり、人一倍働いてるのを廻りも見てますから、
良いご縁に繫がるのでしょうかね。
では宮田社長最後に一言御願いします。
宮 田 「エバーラケット」は、地域の繋がりを大切にし、バトミ
ントン、ソフトテニスを通じて地域の発展に少しでも協

データ貯めてるだけで、活用されてない会社も多いですが
また作業環境も作業机、棚などの収納も徹底的に拘って

宮田

時代は、IT と人材に投資するのが一番得で成果でますからね（笑）

段に差がでますから助かってます。

御社はデータ活用が上手い企業だと思います。

えてますね。

LINE WORKS やシステム、そしてパソコン環境もですが、今の

今の時代データ触れない、分析できないトコでは売上に格

樋口

そういえばパソコンだけでなく、若いスタッフさんが増

ご縁から二名も入社してくれました。店も綺麗にしてる
宮田

がってますね。

●社長紹介

樋口

な動作のスケジュールと手軽に使える掲示版も情報共有

そういや最近楽天のネット通販は売れてますか？
楽天のネット通販は凄い伸び率で、最初は軽い気持ちで始

西日本随一のアイテム数と在庫が揃っています。

ですが、チャットだけでなく LINE WORKS だと、軽快

売・在庫システム導入して、そんなに楽になりました？
宮田
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整理整頓された店内には、バトミントン・ソフトテニスの

版機能を使ってやってます。

ム直して貰う度に効率上がってホント助かってます。
樋口

チャットはメッチャ使ってますよ、チームワーク重視な

力できればと思います。
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笑顔の絶えない職場は若い世代に大人気！
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