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～ ITでみんなに“WAKU WAKU”を ～ 



自己紹介 
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• NTTデータ ➡ データクラフト ➡ ラジカルブリッジ 

• サイボウズ公認kintoneエバンジェリスト 

• kintone Café 創始者、運営事務局/札幌支部メンバー 

• TwilioJP-UG 札幌コアメンバー 

代表／ IT 活用アドバイザー 

“クラウドおじさん” 斎藤 栄 

～ ITでみんなに“WAKU WAKU”を ～ 



cybozu.com カンファレンス 2014 にて講演 
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札幌発エバンジェリストが語る、 
地方SIerとkintoneビジネスの可能性 

2014年12月12日 

日本経済新聞 全面広告 



やってること 
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つくってます 

アプリ 

サイボウズ社が提供するクラウド業務アプリ開発プラット
フォーム『kintone』を使い、お客様の業務上の課題解決
やチームワーク強化といったレイヤーにフォーカスした価
値の提供を行っています。 

ソフトウェアの提供 価値の提供 

札幌で 



kintoneって何？ 
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データベース ワークフロー 
コミュニ 
ケーション 



kintone アプリストア 
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kintoneフォーム編集画面例 
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ドラッグ＆ドロップで 
フォーム作成！ 

APIやプラグインで高度なカスタマイズも 



導入事例① 

株式会社ミツノ様（楽器買取・販売業） 

 在庫管理 
 顧客管理 
 買取業務 
 販売業務 
 レンタル業務 
 調律業務 
 音楽教室業務 

リアル店舗 

ネットショップA 

ネットショップB 

商品情報・写真登録の自動化 
出品・取り下げの自動化 
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導入事例② 

株式会社ヤマチコーポレーション 
イベント事業部様 

紙 

見積書 
出荷伝票 
原価台帳 
発注伝票 
仕入伝票 
請求書 

申請 承認 処理 

担当 上長 事務 

• 入力データの一元化 

• 遠隔地間の情報共有 

• 外出先からの承認 

• 伝票の自動出力 

• 売上・利益率等の分析 

Before After 

業務効率化 

ペーパーレス 

データ蓄積 
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イベント業務管理 



ベストチーム365 
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チームワークを強化するオリジナル業務アプリ構築サービス 
 

       ベストチーム365 
 
 

初回訪問・試作無料！ 
《¥89,890から始めるアプリ開発》 

× 



ベストチーム365 とは 
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効率的なチームワークを目指す 
 

あらゆる業種の事業者様向けに 
 

お客様の目の前で 
 

オリジナルの業務アプリを構築する 
 

ITプロフェッショナルサービスです。 

※サイボウズ社のクラウドサービス        を用いて業務アプリ構築を行う訪問型のサービスです。 

※概ね数名から50名程度までの事業者様や部門を対象としています。 



ベストチーム365 サービスプラン 

【わくわくプラン】 
¥89,890 

 

【にこにこプラン】 
¥252,500 

 
 初回訪問・試作無料 
 訪問改修１回 

 初回訪問・試作無料 
 訪問改修３回 
 60日間の利用サポート 

初回訪問・試作無料 
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リーズナブルな理由 

 見積なし 見積作業をしている間にアプリができてしまうため、料金体系をメニュー化しました。 

 仕様書なし 一般的なシステム開発作業で多くの時間を要する仕様書の作成を省きました。 

 分業なし 営業、SE、プログラマという分業体制ではなく、一人の担当者が全ての作業を行います。 

   サイボウズ社のkintoneを基盤としているため、短期間で複数のアプリを構築できます。 

※金額は全て税別です。 
※別途kintoneの利用契約が必要となります。 
※札幌市内及び近郊のお客様を想定しています。遠方のお客様の場合、Skypeによる 
 ネットミーティングにて対応させていただきます。 



ベストチーム365 サービスの流れ 
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初回訪問・試作無料 
（既存の帳票・台帳・Excel等をご用意ください） 

お客様試用（最大４週間） 

キャンセル 

【わくわくプラン】 
¥89,890 

【にこにこプラン】 
¥252,500 

訪問改修１ 
（作業完了・ご請求） 

訪問改修１ 

訪問改修２ 

訪問改修３ 
（作業完了・ご請求） 

プランご選択 

60日間のリモート保守・サポート 

「もっとこうしたい」「このアプリも作りたい」という場合は 

差額のみで【にこにこプラン】にアップグレード可能！ 

お問い合わせいただきましたら、電話にて詳細のヒアリングをいたします 

概ね1週間 

概ね1週間 

※金額は全て税別です。 
※別途、サイボウズ社とのkintone利用契約が必要となります。 
  初期費用無料、1ユーザー月額780円または1,500円 
  （30日間無料試用可、最低契約ユーザー数：5ユーザー） 
※ヒアリングの結果、規模感が見合わない場合や他システムとのAPI接続 
 が必要となる場合は「kintoneアプリ構築フルサービス」をご案内 
 させていただきます。 



ベストチーム365 導入事例 

地方独立行政法人 
佐賀県医療センター好生館様 
 

予約台帳 • 予約前に空き状況がわかる 

• カレンダー形式や一覧形式な

ど多様な見方ができる 

• 実績集計の自動化 

• 受付担当者の業務負荷を削減 

Before After 

業務効率化 

ペーパーレス 
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地域の連携医療機関からの紹介患者を対象とした 

診療予約管理 

• 電話で問い合わせないと空き状況が確認できない 
• 紙の台帳が手元にないと空き状況の問い合わせに

回答できない 
• 紙の台帳を元に「来院予定者リスト」「月別予約

実績」などのExcel帳票を別途作成しなければな
らない（二重・三重の入力） 

• 受付担当者の業務負担が増加 北海道と佐賀県の間で 
たった2回のSkypeミーティングで完成！ 



ベストチーム365 紹介記事 
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直接会わなくてもビジネスは成り立つ、
新しいテレワークのかたち 

2015年10月27日 

マイナビニュース 

テレワーク特集の中で、Skypeを活用した遠隔 
システム開発というユニークな取り組みである
『ベストチーム365』を紹介いただきました。 

http://news.mynavi.jp/articles/2015/10/27/radical-bridge_telework/ 



ベストチーム365 料金表・オプション 
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オプション項目 内 容 料 金 

追加訪問改修 
【にこにこプラン】の枠内に収まりきらなかった訪問

改修作業を追加で承ります。 
¥40,000／回 

リモート保守・サポート 
構築したアプリの軽微な改修やkintone全般の利用サ

ポートを承ります。（リモートでの対応となります） 

¥10,000／時間 

または 

月額¥15,000（月4時間まで） 

オプション 

わくわくプラン にこにこプラン 

ベストチーム365 

サービス利用料金 ¥89,890 ¥252,500 

初回訪問・試作 無 料 

訪問改修 １回 ３回 

リモート保守・サポート 無し 60日間 

kintone利用料金 

※30日間無料試用可 

※最低契約数5ユーザー 
※サイボウズ社に直接 
 お支払ください。 

ライトコース 月額 ¥780／ユーザー 

スタンダードコース 
※API利用ありの場合はこちら 

月額 ¥1,500／ユーザー 

料金表 ※金額は全て税別 

※訪問型サービスのため、基本的には札幌市内及び近郊のお客様を想定しております。 
 遠方のお客様の場合、Skypeによるネットミーティングにて対応させていただきます。 



ベストチーム365 お支払い方法 
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お支払い方法 

お支払方法 備 考 

現金 最終訪問時にお支払ください。 

クレジットカード 
最終訪問時にその場でカード決済を行いますのでクレジットカードをご用意ください。 

※VISA, MASTER, AMEXのみ 

銀行振込（都度請求） 
請求書発行日より14日以内に振込をお願い致します。 

※振込手数料はお客様負担とさせていただきます 

銀行振込（月締請求） 

※取引実績のあるお客様のみ 

月末締にて請求書を発行させていただきますので、翌月末までにお支払ください。 

※振込手数料はお客様負担とさせていただきます 



kintoneプラグイン《カレンダーPlus》 
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累計400DL
突破！ 

カレンダーplus 



kintoneプラグイン《カレンダーPlus》 
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試用ライセンス 有償ライセンス 

アプリ起動時や予定登録時に 

警告表示 

警告表示なし 
サポートあり 

アップデート通知 

サポートなし 

期間制限・機能制限無し 

http://radical-bridge.com/product/calendarPlus.html 

1～20名 ¥39,800 

21～50名 ¥59,800 

51～100名 ¥79,800 

101～200名 ¥99,800 

201～500名 ¥119,800 

501～1000名 ¥139,800 

1001名～無制限 ¥159,800 

累計400DL
突破！ 

買切価格／全て税別 

カレンダーplus 



どこでもコールセンター 
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kintoneでコールセンター 
・着信・発信、CTI機能、クリックトゥコール機能 
・さっと立ち上げて・さっとやめられる（専用機材不要、短期導入◎） 
 
オールクラウドだから場所を選ばない 
・在宅でもコールセンターのオペレーターができる（テレワーク） 
・地域間格差のない仕事を実現、転勤しても続けられる 

販売元：株式会社イー・カムトゥルー 開発元：ラジカルブリッジ 

http://www.e-cometrue.com/callcenter/ 



kintoneプラグイン《Movable Type 連携》 
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MT連携機能をプラグインで提供 

当社Webサイトより 
無料でダウンロード可能 

http://radical-bridge.com/product/kintone-mt-plugin.html 



kintone Café 
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kintone Caféは、まだkintoneに触れたことの無い方から、

より高度なカスタマイズを行いたいと考えているプロフェッ

ショナルの方まで幅広い層を対象に、 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です。 



全国に広がるkintone Caféの輪 

2013/12/7 札幌 Vol.1（起源） 
2014/5/16 札幌 Vol.2 
2014/10/25 札幌 Vol.3 
2015/3/14 札幌 Vol.4 
2015/6/4 札幌 Vol.5 
2015/10/17 札幌 Vol.6 
2015/11/30 札幌 Vol.7 

2014/5/29 福岡 Vol.1 
2014/7/11 福岡 Vol.2 
2014/10/24 福岡 Vol.3 
2015/4/17 福岡 Vol.4 
2015/6/24 福岡 Vol.5 
2015/8/29 福岡 Vol.6 
2015/10/24 福岡 Vol.7 

2014/5/30 土佐 
2015/5/30 高知 Vol.2 

2014/7/5 弘前 #1 

2015/1/29 京橋 Vol.1 
2015/4/6 京橋 Vol.2 

2014/8/1 千葉（第1回） 
2014/9/3 千葉（第2回） 
2014/12/12 千葉（第3回） 

2014/8/21 横浜 Vol.1 

2014/8/11 釧路 

2014/9/12 松江 #1 

2014/9/2 Seoul #1 

2014/9/24 松山 #1 
2015/9/26 愛媛 Vol.1 
2016/1 愛媛 Vol.2 

2014/9/25 神戸 Vol.1 
2015/5/25 神戸 Vol.2 

2014/9/28 Okinawa #1 
2015/2/11 沖縄 Vol.2 
2015/10/10 沖縄 Vol.3 

2014/10/22 京都 #1 

Korea 

3ヶ国 19都道府県 

64回開催！※2016年1月までの予定含む 

2014/11/21 北九州 Vol.1 

2014/12/3 
@chiba みずいろ会館※女性限定 

2015/1/30 新潟 Vol.1 
2015/7/4 新潟 Vol.2 

2014/12/15 八王子 Vol.1 
2015/2/19 八王子 Vol.2 
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kintone Café 
創始者です！  

2015/1/24 仙台 Vol.1 
2015/3/7 仙台 Vol.2 
2015/4/4 仙台 Vol.3 

2014/12/11 荻窪 Vol.1 
2015/1/26 荻窪 Vol.2 

2014/7/23 東京 Vol.1 
2015/2/20 東京 Vol.2 
2015/7/24 東京 Vol.3 
2015/9/4 東京 Vol.4 

2015/2/13 出雲 Vol.1 

2015/3/4 大阪 Vol.1 
2015/5/19 大阪 Vol.2 
2015/7/15 大阪 Vol.3 
2015/9/18 大阪 Vol.4 
2015/11/20 大阪 Vol.5 

2015/6/17 名古屋 Vol.1 
2015/11/13 名古屋 Vol.2 

2015/6/25大分 Vol.1 
2015/12/5大分 Vol.2 

2015/9/29 鹿児島 Vol.1 
2015/11/26 鹿児島 Vol.2 

札幌支部・運営事務局 
斎藤 栄 

USA 
2015/10/6 
Grand Canyon Vol.1 

2015/11/28 熊本 Vol.1 



お問い合わせはこちらまで 
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 Webで    
 

 メールで   wakuwaku@radical-bridge.com 
 

 お電話で   090-1305-6854（担当：斎藤） 

サイボウズ公認 kintoneエバンジェリスト 
“クラウドおじさん” 

代表 斎藤 栄 

〒006-0805 札幌市手稲区新発寒５条８丁目１－１４ 
http://radical-bridge.com/ 

ラジカルブリッジ お問い合わせ 検 索 


