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ワークスタイルが変わる！Google Apps

導入事例集

株式会社ハークスレイ様

初期投資 0円 でGoogle Appsを導入
コミュニケーション強化を実現
持ち帰り弁当事業のパイオニアとして全国に「ほっかほっか亭」を展開する（株）ほっかほっか亭総本部を子会社に持つとともに、西日
本地域における「ほっかほっか亭」のフランチャイズチェーンを統括する株式会社ハークスレイが、リプレースを期に「Google
Apps」を導入。コミュニケーションの更なる強化を図った。

「コンシューマー向けの飲⾷業界は非

「やりたいことがどう実現していいのか

常にスピードが速く、迅速なコミュニ

わからず質問しても、それは難しい、で

ケ ー シ ョ ン が 必 須 で す。 従 来 は

きないという返事が多かったのです。

Exchange と Outlook を組み合わせて

何 度 か 検 討 し な お し た の で す が、

1980年3月

いたのですが情報がうまく共有できず、

Google Apps には強い将来性を感じて

資

メール等で 1 対 1 で送るのみになって

いたこともあって、ぜひ使いたいと改め

いました。なんらかの⽅法で改善しな

て思いました。
しかし失敗はできません。
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ければならないと考え始めた」と語る

困っていた時に出会ったのが、グルー

事

のは、システム

ジェントでした」と中⻄⽒は語る。
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持ち帰り弁当事業のパイオニアとして全国に
「ほっかほっか亭」を展開する（株）ほっかほっ
か亭総本部を子会社に持つとともに、西日本
地域における「ほっかほっか亭」のフランチャ
イズチェーンを統括。またグループ会社とし
て、全国に多種な業態で約 2000 店舗による
営業。
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スピードの速い⾷品業界で
必須のコミュニケーション強化
持ち帰り弁当でおなじみ「ほっかほっ

部 部 ⻑ で ある

⼤阪で開催された Google Apps 関

中⻄信夫⽒だ。

連のセミナーに参加した際にグ ルー

フリーウェア

ジェントに出会った中⻄⽒は、具体的

から⼤⼿メー

な導⼊についての相談を開始する。

カー製のグルー
プウェアまで幅
広く検討した
が、思うような

「これまでは出来ない、無理と⾔われ
株式会社ハークスレイ
システム部 部長

中⻄信夫氏

ものが⾒当たらないまま時間が過ぎた。

ていたことをグルージェントは“でき
る”と⾔ってくれました。たとえばポー
タルのカスタマイズなどです。実際に
⼀緒にやってみようということになり、

そうした中、
1 年半ほど前に IT 系ニュー

1 ⽇かけて⼀緒

スで法⼈導⼊事例が拡⼤していること

に使ってみた時

を知ったのが Google Apps だった。

に、壁を越えた
なと感じまし

か亭」の総本部を⼦会社にもち、西日
本地域のフランチャイズチェーンを統
括しているのが株式会社ハークスレイ

二度の導入断念を経て出会った
グルージェント

だ。フレッシュベーカリーの製造とベー
カリーショップ「HOKUO」を展開す

「最初はコンシューマー向けの Gmail

る北欧フードサービスや、店舗委託事

のイメージが強かったのですが、法⼈

た」と語るのは、
システム 部 課
株式会社ハークスレイ
システム部 課長

中野雅哉氏

⻑の中野雅哉
氏。
具体的な導⼊

業を⾏う店舗流通ネット、加盟店や直

導⼊事例が増えたことで仕事にも使え

を開始したのは 2012 年 2 月。5 ⽉初

営店向け⾷材等の物流を受け持つアサ

るのだと感じました。そこで導⼊を試

旬にユーザー部門への導⼊を開始し、

ヒ物流など、
「食」にかかわるさまざま

みたのですが、実は⼆度ほど断念して

その後段階的に展開。7 ⽉には社員全

なサービスを幅広く展開している。

います」と中西氏。ざっと試⽤した段

員に 400 アカウント分が発⾏された。

そのハークスレイが、営業担当者など

階でもパッケージ化されているツール

社員全員に Google Apps アカウントを

に⽐べるとわかりづらく、⾃社にマッ

発⾏し、情報共有に活⽤している。主な

チした使い⽅を確⽴するのが難しいよ

利⽤機能はメール、カレンダー、サイト

うに感じたという。導⼊⽀援ベンダー

といったところだが、ドキュメント等も

にも相談したが、芳しい結果は得られ

含めて幅広く活⽤しているという。

なかった。

株式会社グルージェント

PC ができる⼈から展開しユーザーの
慣れを待つことで導⼊成功
同社は、最初の段階ではシステム部
門だけに導⼊し、ノウハウを蓄積。そ
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の後、事務職の⼥性など普段から PC

くてもいいと考えたユーザーも多かっ

各社のポリシーに沿ったアクセス制御

に触れ、⽐較的使いこなせている社員

たようです。もちろん中には慣れた頃

等を実現するこの機能によって、安全

から展開した。

に問い合わせてきたユーザーもいたの

なシステムを構築している。

「⼀番使うのは事務の⼥性です。まず

ですが、ラベル管理を教えるとこれで

「営業担当者の業務効率化や店舗との

はよく使う⼈から展開し、キーマンと

も⼗分だと納得してくれました」と中

コミュニケーションなどでモバイルを使

してご協⼒頂きました。質問があるな

⻄⽒は語る。

いたいという考えはあります。しかし、

ら同じ部署の⼈に聞いてください、と

使い始めは違和感を持っても慣れて

どこからでも⾃由にアクセスできるとい

いう形ですね。それでも導⼊当初は⼤

しまえば問題がないというのは、シス

うのは危険です。現在はしっかりと制御

量の問い合わせがありましたが、先に

テ ム 部 門 ⾃ ⾝ が ⼿ 探 り で Google

した上で、よりよいモバイルの活⽤につ

使い尽くしていたことで我々⾃⾝にノ

Apps の各種機能を使いながら⾝につ

いて実験中です」と中⻄⽒は語った。

ウハウがたまり、対応もスムーズに⾏

けた導⼊のノウハウだった。

えました」と語るのは、システム部の
築⼭信也⽒だ。
導⼊初期段階

Google Apps で不安なセキュリティを
「Gluegent Gate」でカバー

の 2 〜 3 週間は

株式会社ハークスレイ
システム部

築⼭信也氏

地⽅拠点とのコミュニケーションや
グループ展開も目指す
モバイルに加えて、今後の利⽤法拡

毎⽇のように教

Google Apps を導⼊するにあたっ

育を⾏い、初期

て、基本機能では⾜りないと感じてい

能を利⽤した地⽅拠点とのフェイス to

ユーザーを鍛え

たのはセキュリティだ。どこからでも

フェイスのコミュニケーションだ。

ながら問い合わ

同じデータが利⽤できるのは Google

「もともと Google Apps に最初に出

せに対応。当時

Apps の魅⼒だが、外部から全てのデー

会った頃、非常に魅⼒に感じていたの

はシステム部で

タが閲覧できることには危険を感じて

がビデオチャット、プレゼンス情報の

いたという。

取得、ドキュメントのストックが簡単に

別のシステムを担当している⼈員も

⼤を狙っているのはビデオチャット機

Google Apps のサポートとして活躍し

「教育でセキュリティ問題を解決する

できることでした。現段階ではチャッ

たという。しかし⼀度展開し始めると、

のは不可能だと考えています。これは

トというものに社員が慣れていないの

部門導⼊はスムーズだった。

悪意の有無ではなく、使っているうち

で、⼀部の社員が個別に利⽤するだけ

「隣の部署ではこういうことをやって

にどうしても緩くなる部分があると思

に留まっていますが、積極的に利⽤で

いるらしい、というような話が広がり、

うからです。情報の利⽤範囲は発信者

きるようにしたいですね」と中⻄⽒は

それぞれがノウハウを交換するように

や管理者が切り分けるべきだと考えま

語る。

なりました。今では我々も知らないよ

した」と中野⽒。

すでに⼀部グループ会社では導⼊し

うな機能を⼯夫して使っているユー

現場での対応を⾏っている築⼭⽒も

ザーもいるようです」と中野⽒は語る。

「ログをとるといっても、全てのログは

スムーズな展開の影には、システム

追い切れません。しかも問題が起こっ

「将来性に期待して Google Apps に

部の知恵も⼀役買っていた。Outlook

てからログを検証するのでは後追いで

こだわったのは、時代に合わせた新機

ユーザーが Gmail を使い始めた時に不

す。まずはきちんと制限することが⼤

能が登場したらスムーズに取り⼊れた

満になりやすいメールのフォルダ管理

事だと考えていました」と、Google

いという意味でもあります。セミナー

ているが、いずれはグループ会社全体
へ波及させシナジー化を狙っている。

について、
「いずれ教える」と初期教育

Apps をそのまま利⽤することの危険

等で魅⼒的な機能に出会って簡単そう

からはずした。

を指摘する。

に思えても、実際に⾃分たちだけでは

「フォルダ管理のようなことはできる

ハークスレイではこの問題を、グルー

難しいことも、今回の導⼊で強く感じ

けれど、まずは普通のメールに慣れて

ジェントの提供する「Gluegent Gate」

ました。今後はグルージェントにはぜ

くれ、というような⾔い⽅をしました。

を利⽤することで解決した。指定され

ひそうした新機能の導⼊でも協⼒して

使っているうちに、フォルダ管理はな

た端末だけがアクセスできるといった、

もらいたいですね」と中⻄⽒は語った。
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