
ジーンズを中心としたカジュアルファッションの小売店として人気の株式会社ライトオンが、エリアマネージャーやスーパーバイ
ザーと、本部で働く社員が利用するコミュニケーションツールとして「Google Apps」を導入した。同時に、テザリング可能な
スマートフォンに入れ替えることで、利便性が向上したという。

・年齢・性別を超えた幅広い客層に、ジーン
ズを中核アイテムとしたカジュアルウェア
を販売する専門店

・ショッピングセンター、パワーセンター、
駅ビル等のインショップ、都市型路面店及
びロードサイド型店舗と様々な出店形態に
より全国チェーン展開

ワークスタイルが変わる！Google Apps
導入事例集

Google Appsとスマートフォン導入で
業務効率化を実現

株式会社ライトオン様

Company Information

Study
c a s e

会 社 名
株式会社ライトオン
（Right-on Co.,Ltd.）
設 　 　 立
1980年4月1日

資 本　金
61億95百万円
所 在 地
茨城県つくば市吾妻一丁目11番1

従 業 員 数
837名（2012年2月20日現在）

店 舗 数
486店舗（2012年2月20日現在）

事　業　内　容

株式会社グルージェント

リプレースを期に 
Google Apps と 
スマートフォンを導入

　ジーンズを中心としたカジュアル
ファッションの小売店として人気の株
式会社ライトオンは 1980 年の創業
以来、出店を拡大。現在は全国に約
500 店舗を構えている。約 1,000 名
の社員のほか、5,000 人ほどのアル
バイト従業員を擁しており、全国に広
がる店舗を管理するため、数店舗を担
当するエリアマネージャー、その上で
統括業務を行うスーパーバイザーと
いった役職を設けている。エリアマ
ネージャーやスーパーバイザーと、本
部で働く社員が利用するコミュニケー
ションツールとして導入されたのが
「Google Apps」だ。

 「システムや機器のリプレース時期が
重なったことで、新たな製品を導入し
やすかったという事情はありますが、
2011年末に開催されたGoogle のイ
ベントで Google Apps に魅力を感
じました。安価に利用できそうな点も
好印象でしたね」と語るのは、経営企
画部 システム担当の濱田和広氏だ。
　これまで、メールはホスティング
サービスを利用していたのだが、その
バックアップとスケジュール管理のた
めに社内でMicrosoft Exchange も
運用していた。これらのシステムはす
でに 6～ 7年ほど利用していたため、
リプレースのタイミングを計っていた
という。また、社員に配布していたド
コモのフィーチャーフォンもすでに 2
年半ほど使用しており、機種変更の時
期を迎えていた。決定的な決め手は、
データ通信端末の 2年間の契約期限
を 2012年 2月に迎えることだった。
 「Exchange の環境を社内で再構築し
たとしても、結局、数年後にはリプレー
スが必要になります。そこで、クラウ
ドを使えば、バージョンアップを行う
ことなく、常に最新のサービスが使え
てよいのではないかと考えたわけで
す。その時、Google Apps に出会い
ました。テザ
リングできる
スマートフォ
ンからこれを
使えば、携帯
電話と通信端
末 も 1 本 化
できてしまう
という考えで

す」と濱田氏は語る。

グルージェントの 
独自機能で使い勝手を向上

　導入は、サイオステクノロジーのグ
ループ会社であるグルージェントが手
がけたのだが、先にヒアリングしてい
たベンダーよりも独自機能の使い勝手
の良さが評価された。
 「Google Apps のカレンダーはグ
ループ間で予定共有ができますが、メ
ンバーのスケジュールがすべて表示さ
れて見づらくなります。また、グルー
プ内での共有アドレス帳も欲しかった
ので、Google Apps を導入するだけ
でなく、拡張機能を入れようと最初か
ら考えていました」と濱田氏。
　先に述べたように、2012 年 2 月
にデータ通信端末の契約期限が切れる
こともあり、プロジェクトはスピー
ディーに進められた。グルージェント
は 2012 年 1 月からプロジェクトに
携わったが、約 2ヵ月と短期間で導
入が完了した。グルージェントが提供
している拡張機能のうち、導入された
のは、システムへのアクセス制限を実
現する「Gluegent Gate」、Google 
Calendar をベースにチームでの予定
管 理 機 能 を 追 加 す る「Gluegent 
Apps グループスケジューラ」、階層
構造で使いやすいアドレス帳を共有で
きる「Gluegent Apps 共有アドレス
帳」だ。アクセス制限は端末認証を行っ
て、会社支給の端末からのみ利用でき
るようにしている。また、「Gluegent 
Apps グループスケジューラ」は施設

株式会社ライトオン 経営企画部
システム担当
濱田和広氏
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スーパーバイザーたちの業務の効率性
がより向上したというわけだ。
 「エリアマネージャーは 1人で複数の
店舗を回らなければならないので、
メールを簡単に確認して返事ができる
スマートフォンと Google Apps の
組み合わせは現場からも好評です。店
舗の内装、詳細な画像確認などが頻繁
に必要な業務を担当する者にはタブ
レット端末を持たせるなどの工夫もし
ています」と濱田氏は語る。
　また、365 日営業している店舗を
持つ企業ならではの悩みとして、緊急
事態に対応するために常に連絡待ち状
態になるというものがあるが、それも
解決された。
 「Google Apps とスマートフォンを
導入したことで、スムーズなメール連
絡が可能になり、夜間のシステム作業
の際なども安心できるようになりまし
た。報告する側も、メールをすぐ見て
もらえる環境があるということで、簡
単な連絡は電話ではなくメールで済ま
せるようになりました」と、川崎氏は
Google Appsの導入効果を語った。

Google Apps の進化を計算に
入れると大きなコストダウン

　株式会社ライトオンでは、通信端末
分の通信費は節約できたものの、目先
の計算では年間コストの大幅削減とい
う形にはなっていない。しかし、使い
続けることを考えるとトータルではコ
ストダウンになると考えているようだ。
 「Google Apps はオンプレミスのグ
ループウェアと違って、リプレースを繰
り返す必要がありません。新機能が登場
すれば、追加料金を払うことなくすぐに
使うことができます。つまり、アップデー
トの作業を行わずに、最新の機能を使い

予約などにも活用されているという。
 「特に気に入ったのはアドレス帳でし
た。他社のアドレス帳は画面遷移が面
倒だったのですが、グルージェントの
アドレス帳はとてもスムーズです。ま
た、従来は同報メールをメーリングリ
ストで回していたのですが、どのリス
トに誰が入っているのかを把握でき
ず、全員に漏れなく回そうとすると複
数のメーリングリストに送ってしま
い、ムダなメールが飛び交っていまし
た。しかし、グルージェントのアドレ
ス帳では、グループを選択してメール
が送りやすくなったので便利になりま
した。自分でグループが作れるのもい
いですね」と語るのは、執行役員 経
営企画部長である川崎純平氏だ。

スマートフォン＋Google 
Apps の導入でメール確認が 
簡単に

　株式会社ライトオンでは、全国
500 店舗を担当しているエリアマ
ネージャーとスーパーバイザーの合計
110 名に対しノート PCと携帯電話、
通信端末を支給してきたが、Google 
Apps の利用開始に合わせて、ドコモ
のスマートフォンを導入。携帯電話と
の入れ替えでテザリング対応のスマー
トフォンを採用したことで、ワークス
タイルが変わってきたという。ノート
PCは現在も利用しているが、普段の
簡単なメール確認はスマートフォンで
済ませ、本格的な作業や詳細な資料確
認が必要な場合にノートPCを起動し
てスマートフォンのテザリングを利用
する、という形で使い分けている。ノー
ト PCよりも操作が手軽なスマート
フォンでこなせる業務が増えたことで、
社外で飛び回るエリアマネージャーと

※すべての商品名、サービス名、会社名およびロゴは、各社の商標、または登録商標です。
※記載されている内容は全て著作権で保護されています。
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株式会社ライトオン 執行役員
経営企画部長
川崎純平氏

続けることが
できるわけで
す。さらに、
まだ使ってい
ない機能を利
用したり、他
社製品を使っ
ているシステ
ムも集約した
りすることを踏まえると、5年間使い続
けるとして、トータルのコストはかなり
減少するのではないかと考えています」
と濱田氏は語る。
　現在倉庫管理のために利用している
Microsoft SharePoint もリプレース
時期を迎えており、機能を統合したい
と考えているほか、動画を利用した接
客教育などもテスト中だ。
 「動画はサイトがないと使いづらいの
でまだテスト中です。Google+ を利
用した社内 SNSなども使ってみたいで
すね。ファイル共有機能も利用できな
いかと考えていたら、Google ドライ
ブができました。次々と機能が追加さ
れるのは本当に魅力的です」と濱田氏。
　導入時にはいくつか予想外のトラブ
ルもあったが、グルージェントの対応
には満足しているという。「スマート
フォンユーザーが意外に少なかったの
ですが、簡単な説明会を開催してもら
いました。また、トラブルが発生した
時は迅速に原因を見つけて対応してく
れる点も助かっています」と、濱田氏
は語る。
　Google Apps の発展がそのまま使
い勝手の向上になると考えている株式
会社ライトオンでは、今後も新機能を
積極的に活用して行く予定だ。


