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コンビニで試しに
LINE Pay 使ってみませんか？ ( ローソン限定 )

代表取締役社長  樋口 雅寿
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コンビニで可能な決済手段って既にカオスな状況ですね、何種類あるのでしょうか？ (笑 )
「時代に遅れてはイカン！」と「LINE Pay」を毎朝コーヒーを購入するローソンで使ってみましたが、確かに
楽です♪私はガラケー時代から「Edy」を利用していて長らく「シャリ～ン」と電子決済していますが、使える
トコが増えたら LINEPay に乗り換えようと思いました。

電子マネーとしては「Edy」「WAON」や交通系の「ICOCA」「Suica」もありますが、「LINEPay」は LINE アプリ
と合体しているトコがサイコーに良いです。
LINEアプリと合体しているため、普段使っている「LINE」アプリから「LINE Pay」を使っている友人との間で、
簡単に「送金」や「割り勘」機能が利用できます。
そうなると、「LINEPay ユーザー」が増えれば自分が便利になりますから、大学生のサークル幹事さんが
「今回の飲み会は LINEPay でお願いします」とするだけでユーザーが増える... う～ん、これは凄い。
８月の調査では、コンビニのキャッシュレス決済普及率は約 3割と、想像より普及していませんが、「LINE Pay」の登場によって中国や
韓国の様にキャッシュレス時代の到来か !? と思いましたが、北海道の震災では停電で電子マネーが使えず「現金万歳」的な話がまた
出てますのでどうなるやら...。 確かに災害時の運用はまだ検討の余地ありますね。

当社では領収書、小口現金廃止による事務の効率化に取り組んでおりお客様にも自動振替や銀行振込での支払をご依頼しております。
クレジットカードと違って、手数料が取られない現金の取り扱いは、コストZEROという考え方が染みついていますが、実際には小口
現金、領収書の管理に相当な事務コストを使っています。
若者だけに便利さを享受させるのは勿体ない！まずは自分で「LINE Pay」試して最新のキャッシュレス世界を体験してみてください。
コムデック次回の飲み会は、「LINE Pay」での割り勘開催決定です！ (笑 )

お客様 IT 活用力向上計画 第二弾　コミュニケーション力向上編Imadokiセミナー

前回の Indeed による「採用力」向上セミナーには第一回、二回合わせて、40名近い
お客様にご参加いただきました。
結果複数社様から、実際に低コスト、短期間で採用できたとお喜びの声をいただいて
おり、実際にお客様のお役に立てたことを嬉しく思います。

続いての第二弾セミナーでは、働きたくなる職場の条件である「風通しのいい組織」
「意見交換が活発な組織」を実現するために必要な「コミュニケーション力」を向上さ
せる IT ツールの活用法について解説、そして実際に体験していただけるセミナーを
開催いたします。
社内での報連相、コミュニケーション不足にお悩みのお客様は是非ご参加ください。

「災害の夏」、そして「停電の夏」となった平成最後の夏、久々に防災アイテムの
見直しタイミングになりました。
今夏の地震や台風の停電は長時間化したのも特徴で、「スマートフォン
での情報収集」「充電」が必要重要であると再認識されました。
大型バッテリーの購入も検討してますが、バッテリーは定期的に点検し
ないと「イザという時、充電不足で使えない」と考えていたら、Makita の
「充電式掃除機」＆「電動ドライバー」のバッテリーを適度に使うので常に
充電されてる事に気が付きました。

バッテリーに装着する USB アダプタを探してみたら有りました ( 日立
製もありました )！
マキタ純正品「ADP05 USBアダプター」3,500 円と安価なので、予備も
入れて 5 個程会社に転がっているバッテリーを防災用に活用できるよ
う購入してみました。
スマートフォンへの急速充電は未対応ですが、流石のMakita 製、安心感
は抜群でしっかり充電できます。欠点はバッテリー本体が重い位です(笑)
型番による違いはありますが約 10,000mAh と iPhone を数回程度充
電できる容量がありますので、Makita 製品ご愛用の方は現場でも使え
ますし１個買ってみてはいかがでしょうか？

15：00-17：00第二回 10  18月　 日（木）
【会　場】　弊社セミナールーム　【持ち物】　スマートフォン
【参加費用】　もちろん無料です！

お申し込みはこちらから！
https://www.comdec.jp/
seminaentry/

参加費無料 ! ! お客様 IT 活用力向上計画 第二弾　コミュニケーション力向上編

長時間停電時のスマートフォン充電にお勧め！Imadokiアイテム

購入を検討している大型バッテリー(174000mAhの大容量)
スマートフォンのバッテリーは 3000~4000ｍ
Ah なので、単純計算で 40台位は満充電できる
容量があります。
Amazon でお値段 64,800 円と意外に安い？ ...
台風停電で一気に欲しくなりました。
災害用＆イベント用に会社で購入検討されては
いかがでしょうか？

Makitaの掃除機

最近はご家庭でも Makita の
掃除機が人気ですね。
掃除機のバッテリーも同一
ですので利用可能です。

zoom

体験できます!



皆さん採用にお困りなのですね... 当社もです経営者様向け情報

当社がお勧めしているクラウドサービスの中でも、効果が出やすく、定
着しやすいのが LINE の法人サービス「LINEWORKS」。
若者から高齢者まで、みんなが使ってる「LINE」と操作方法はほぼ同じで
すから導入して損はない！とはいえ無料ではないので ... と導入を躊
躇っていた皆さんに朗報です！

ライトプラン（¥300/ID/ 月～）と同様に、トーク（ノート /予定 /フォル
ダ）、カレンダー、ホーム (掲示板 )、アンケート、アドレス帳が無料で使
えるため、誰でも LINE WORKSを手軽に導入し、その効果を職場や現
場で体験していただけるプランがず～っと無料で使えるチャンス到来 !!11 月末までの申込が必要で 3000 社限定ですが、永年無料で
「LINEWORS」が使えるのは魅力的ですね。
ログの保持期間が短く広告表示があるなど、微妙なトコもありますが、まずは社内業でチャットの便利さを体験していただく絶好のチャンスに
なります。

当社では早くも利用開始から１年が経過しようとしている「LINE WORKS」、もはや「LINE WORKS」無しでは業務が回らないって程にまで活用
されています。
大げさかもしれませんが、チャットだけでなく、スケジュールを絡めた運用は業務において強力な支援ツールになります。
期間制限の無い試用期間と捉えていただき「LINE WORKS」を是非ご体験ください。

もはや補助金ではなく「IT 導入給付金」と言われる程に採択率が高くなって
いる「IT 導入補助金」。
弊社からの申請も 100% 通過しており、「IT 導入して業務改善にチャレン
ジしたい！」というお気持ちさえあれば、ほぼ間違いなく申請が通る (しか
も 10日で ) 状態になっています。
何故なら、経済産業省が用意した予算 500億円に対して、一次、二次公募に
よる消化率は 20%、ナント 100億円の予算が余っているからです。
「IT 機器ではなくサービス・ソフトウェア」に利用が限られるため利用が少
ないのは想像できますが、ここまで余るとは ...
予算余り対策として経済産業省は、三次募集を 5回に分け、締切から 10日
で交付決定されるホントに審査しているのか怪しいスケジュールに変更し
何とかして予算を消化しようと躍起になっていますので、IT で業務改善に
取り組みたい社長様チャンスです！

IT 導入補助金は、中小企業・小規模事業者のみなさまが自社の課題
やニーズに合った IT ツール（ソフトウエア、サービス等）を導入する
経費の 50%、最大 50万円を補助することで、業務効率化・売上アッ
プをサポートするものです。
自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課
題や需要に合った IT ツールを導入することで、業務効率化・売上
アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的と
しています。
図にあるように、「IT 導入補助金」では、「IT 導入支援者 (コムデッ
ク )」が申請手続き支援を行いますので、お客様の事務手続きは最小
限となっており非常に取り組みやすい補助金です。

三次募集は５回に分け
て申請が行われ、最終
は 11 月 19 日が締切
となっています。
ご利用をご検討のお客
様は残り約１ヵ月半の
間に弊社までご相談く
ださい。

皆さん採用にお困りなのが伝わってきた「Indeed セミナー」、当社も多分に漏れず困ってます (笑 )
Indeed だけでなく、他にも「リクナビNEXT」などイロイロ試しているのですが、先日お会いした大阪へ出店されている地元の社長様から衝撃の
一言が ...

樋口：「先日 80万円かけてリクナビNEXTに出稿したんですが、応募来ますが、高いです。困ってます。」
先輩社長様：「一人採用するのに諸々 100万円かかるのは当たり前やろ？ 100万はフツー。何言ってんだ (笑 )」

都市部で戦われている社長様からすれば、Indeed も応募があればラッキー程度の媒体
で、開店や退職に伴って絶対採用が必要という状態になると、転職エージェントを使わ
ざるを得ないそうです。
転職エージェントへの採用報酬は 35% と言われており、年収 300 万円で紹介報酬
105万円 .... 確かに転職エージェント使えば 100万円かかりますね。
伊勢地区では転職エージェントを利用して転職する方はあまり居ませんが、時折耳に
する「Uターンで優秀な方」を求めている企業様は関係アリです。
「Uターンで優秀な方」は転職マーケットに自分を登録して売り込んでいますので、ハ
ローワークでの採用は困難です。

いつ来るかわからないハローワークや新聞折込に頼るのではなく、45才以下採用はス
マホ＋求人サイトで費用を掛けて求人を行う必要があることを再認識した夏となりま
した ....。
当社も 2020年大卒採用の準備作業に入るなど、人材採用の戦いは続きます ....。

先日開催された「Indeed」セミナー。
皆さん初めて聞く話が多く驚かれていましたが、
早速採用できた！との声をいただきました。

セミナー

永年無料キャンペーンの衝撃！
IT導入補助金ご利用のチャンスが

拡大されました！

Point❶

Point❷

IT 導入補助金 (2018) の概要のおさらい

IT 導入補助金スケジュール

コムデックでは… IT導入補助金導入お勧めツール 三選

Evernote は勿論、KINTONEなど導入をお勧めしたい
IT サービスは多数ありますが、その中でもコムデック
がお勧めのサービスを三つご案内致します。

台数制限がある弥生販売や PCA 販売などの
パッケージソフトと違って、会社の全員で利
用できる販売管理システムです。
コムデックが自社用に開発したプログラムか
ら生まれたシステムですので、使いやすさは
保証付きです。
効率的な見積・売上伝票、請求書発行、入金管
理まで一通りの機能がそろっていますので、
販売管理業務の改善が可能です。

コムデックオリジナル！
カスタマイズ可能な販売管理システム

多くの方が電話対応に不満を感じています
し、電話を取る側も名乗らない相手に困って
います。
おもてなし電話を導入すれば企業やお店で起
こりがちな聞き違いや何処の誰かわからなく
なるトラブルから解放されます。
初めて出勤するバイトさんでも常連様の「俺
だけど ...」に対応できる顧客満足度 UP をお
約束します。

ご存知電話改善で顧客満足度UP！
「おもてなし電話　シンカ CTI」

タイムカードを作って、配って、打刻漏れ埋め
て、電卓叩いて .... 滅茶苦茶非効率的なシフト
管理・勤怠管理をクラウド対応することで、
配らず、計算せずとも勤怠管理ができるよう
になります。
シフト管理機能も対応で、業務にかかわるコ
ストを大幅に削減できます。

クラウド型シフト＆勤怠管理サービス
（50名以上の企業様で補助金対応可能）
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三次公募

二次公募
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交付申請期間

事完了を報告する期間
事業実施期間 ※交付決定日以降
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交付申請期間
事完了を報告する期間

事業実施期間 ※交付決定日以降 完了

交付決定日 当社では特別プラン（フリープラン）ご利用時のサポートは対応いたしません。
自主運用でお願いいたしますm(__)m


