
受注内容が変わり
「取り合わせ出荷」が増加

「うまい棒」というスナック菓子をご存
じだろうか。1979年に発 売され、「 め
んたい味」「コーンポタージュ味」といっ
た定番から「なっとう味」「やきとり味」
のような変わり種まで多数の種類を展
開し、今なお年間6億本超を出荷する
ロングセラー商品である。
　その「うまい棒」を企画・販売する
のが「やおきん」である。「うまい棒」
や「 キャベツ太 郎 」 など1個10円、
20円といった低価格菓子を中心に、国
内外を合わせて常時1000種類前後の
商品をラインナップして事業を展開す
る。その中にはアルゼンチン産のチョコ
レート菓子「ボノボン」やインドネシア
産の「ダニサバタークッキー」などの海
外有名ブランド商品も含まれている。
　低価格菓子は、近年スーパーやコン
ビニでの販売が拡大し、企業やショッ
プのノベルティとしての利用も増えてい
る。その一方でかつては主たるマーケッ
トだった駄菓子屋や街の菓子店が徐々
に姿を消し、その連鎖で問屋の数も減
少傾向にあるのが現状である。
　こうした状況から、やおきんでは、商
品の受発注や在庫、物流の作業内容が
変わりつつある。

「従来は、商品を箱詰めしたケース単
位の受注が大半でしたが、最近は個々
の商品を中箱・中袋単位で受注し、複
数の商品を配送先別にまとめて出荷す
る『取り合わせ出荷』が増えています」
と説明するのは、営業企画部受発注課
の栗林雅治課長（情報システム担当も
兼務）である。
　注文商品に対するピッキング・出荷
作業は、従来からハンディターミナルを
使い、商品のバーコードを読み取る方
法で行ってきた。しかし、このハンディ
ターミナルによる作業が行えるのはケー
ス単位だけで、小ロットの商品を箱詰
めする「取り合わせ出荷」は担当者が
手作業で行うしかなかった。システムが
ケース単位を前提に構築され、中箱・
中袋単位のピッキングには対応していな
かったからである。そしてその手作業は、
紙の出荷指示書を手に持ち商品棚を回っ
てピッキングするという内容で、いくつ
か問題が生じていた。
　栗林氏は、「出荷指示書の一覧表が商
品番号順なのに対して、倉庫の商品は
製造工場別や出荷量に応じて作られた
棚が並んでいるので、ピッキング担当者
は倉庫内をあちこち歩き回るという非効
率な作業形態でした。その結果、出荷
もれや間違った商品の配送などミスやト
ラブルが起きていました」と話す。
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● 受注の内容が変化し、従来のシステムでは対応できない作業が発生
● システム更改に合わせて、LongRangeを導入
● ピッキング・出荷作業システムと営業支援システムを構築
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ムである（図表1）。ピッキング担当者
は、上腕にリストバンドを巻いてiPod 
Touchを装着し、もう片方の手にバー
コードリーダーをセットしたグローブを
はめるというスタイルで作業を行う（図
表2。グローブをはめた腕にリストバン
ドを巻くことも可能）。
　最初に、iPod TouchからIBM i上の
ピッキング・出荷システムにアクセスし
てログインすると、ピッキング・出荷予
定の一覧表が表示される。その各々の
欄には、出荷日、運送会社、配送先、ピッ
キング番号などの情報と、作業のステー
タスを示す文字（未処理、着手、中断

　そこで同社では、IBM i（従来のOS
はIBM i 5.3）の入れ替えを機に、それ
まで手作業で行っていた取り合わせ出
荷作業のシステム化と、営業担当者が
外出先から在庫照会などを行える営業
支援システムの構築に乗り出した。

IBM iへのダイレクト接続を
評価しLongRangeを採用

　システム化に際して導入したのは、ラ
ンサ・ジャパンのスマートデバイス向け
ネイティブ・アプリケーション開発ツー
ル「LongRange」である。「LongRange
を選択したのは、今回のシステムがス
マートデバイスを前提にしていたのと、
開 発したアプリケーションがIBM iと
ダイレクトに接 続できたからです。 営
業支援システムでは社員個人のスマー
トデバイスの利 用を決めていたので、
LongRangeが多様なデバイスに簡単に
対応できることも評価しました」と栗林
氏は採用の理由を語る。
　組み合わせ出荷用に構築したのは、
IBM i、iPod Touch、 バーコードリー
ダー、WiFiルータで構成されるシステ

など）や作業個数、ピッキングした商
品を箱詰めするための作業台の広さが明
示されている（図表3）。次にその1つ
を選択すると、ピッキング作業画面へ
遷移。担当者は、そこに表示された商
品棚（棚番）へ移動し、指定された商
品をピックアップしてバーコードを読み
取ると、総数4個の場合は「1／4」と
表示され、もう1つを読み取ると「2／4」
と数字が加算される。全量の読み取り
が完了すると、次にピッキングする商品
へと画面が切り替わる仕組みである（図
表4）。ピッキングする商品の順番は商
品棚の配列順なので、担当者は最小限

図表 1 システム構成図

図表 2 iPod Touch（左）とバーコードリーダーをセットしたグローブ（左）。右写真は倉庫

営業使用スマートデバイス
iPhone/Android 端末など

商品のピッキング

WiFi ルータ
全館カバーのため 5 台使用

ファイアウォール

IBM i
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外出先からスマートデバイスを使って
IBM i上の在庫管理システムにアクセス
するシステムである。人気商品や売れ筋
商品の在庫確認や、得意先からの出荷
照会への迅速な回答、得意先や配送会
社の情報照会を目的に開発した。従来
は、外出先から受発注課へ電話をかけ、
受発注課の担当者が在庫管理システム
を確認して回答する方法を取っていた。
「非常に効率の悪いやり方で、繁忙期
などには十分に対応できないことがあり
ました。スマートデバイスを使えばいつ
でもどこからでも照会できるので、業務
時間外に得意先から問い合わせがあっ
ても迅 速に回 答できるようになりまし
た」（栗林氏）
　在庫照会の場合は、メニューから「在
庫照会一覧」画面に入り、倉庫別に在
庫数と受注残などを確認、出荷照会で
は、メニューから問屋や届け先を指定
すると「出荷照会」が表示されるので、
そこで出荷済みか否かのステータスを確

の移動で作業が行える。
　栗林氏は「システム化の狙いは当初、
作業の効率化やスピードアップよりも正
確性の向上にありました。しかし導入
してみると想像以上に担当者の動きが
効率的で、正確性とともに作業効率も
大幅に向上しました。また、システムに
対する作業担当者の評価が非常に高く、
モチベーションの向上にも寄与している
と考えています」と高く評価する。
　今後は、ピッキング作業後の梱包作
業と伝票発行作業のシステム化を実施
する予定で、梱包作業のシステムでは、
個々の商品をどの箱に詰めてどこへ配送
したかトレースできる仕組みを設ける計
画である。この作業でも、担当者はリ
ストバンドとグローブのスタイルという。

iPhone・Android携帯を使い
外出先から在庫照会

　営業支援システムは、営業担当者が

認できる（図表5）。出荷済みの場合は、
画面中に運送会社の送り状の問い合わ
せNo.が表示され、電話番号をタップ
するとコールが始まる。問屋名や届け先
名をタップすると住所や地図などの詳細
情報が表示される仕組みである。
　今回のシステム化は2014年7月に検
討を開始し、ほどなくしてLongRange
の採 用を決 定、2015年3月に新しい
IBM i（Power 810、IBM i 7.1）を導
入して、同 年6月に新システムをサー
ビスインさせた。「 アプリケーションの
開 発を委 託した会 社はLongRangeの
利 用が初めてでしたが、スピーディに
習熟し短期間に開発を完了してくれま
した。RPGと業 務を熟 知していれば
LongRangeは非常に扱いやすいツール
であると感じています」と、栗林氏は
感想を述べる。

図表 3 ピッキング・出荷予定の一覧表 図表 4 ピッキング作業用の画面

図表 5 出荷照会画面
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