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1. クラウド在庫管理ソフト

  「ZAICO」のご紹介
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なぜ在庫管理が必要か

欠品による機会損失

商品がなく、物が売れない。
売上の低下を招く。

過剰在庫

お金がモノに変わりすぎてい
る状態。お金を別のことに使
えない。

生産性の低下

お店を探したり、他店舗に連
絡したり、時間を取られてし
まう。
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効率的な在庫管理により、在庫の最適化を実現することで、在庫管理にかかる人員・コス

トの削減はもちろん、事業のスムーズな発展が見込めます。



既存システムの問題点とZAICOによる解決

既存システムの問題点

操作が難解

バーコード管理ができない

パソコン１台で管理・属人化

シンプルなUI

QR・バーコード・RFID対応

クラウドで同時にアクセス

ZAICOによる解決
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圧倒的な低コスト

クラウド在庫管理ソフト「ZAICO」とは
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ZAICOは、パソコン・スマートフォンで使えるシンプルなクラウド在庫管理ソフトです。

シンプルで使いやすい 複数人で、同時に、どこでも

会計ソフトとデータ連携QR・バーコード・RFID対応 安心のクラウドデータ管理

操作がカンタン！PC・スマホから誰でも
手軽に利用できます。

インターネット経由で同期すれば最新の
同じデータにアクセスできます。

無料または980円/月から利用可能。高
額な専用ハードウェアは不要です。

スキャンでラクラク。在庫管理・検索・登
録が簡単にできます。

データはクラウドに保存するので喪失の
心配なし！機種変更時も安心です。

クラウド会計ソフト freeeに仕入と納品を
データ連携できます。



パソコン　Webブラウザ画面

7



スマートフォン　アプリ画面（iPhone, Android）
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iOS版 Android版



既存システムを変更する際の問題点

一般に、新しい業務ソフト導入の際には、以下のような問題から抵抗が起こります。

ソフトウェアの値段が高い

使い方を従業員に教育しなければならない

既存システムがあり、不便だからと変えられては困る

バーコードリーダーまで揃えようとすると10万円以上の投資が必要になる

現場で働く従業員は新しいソフトを勉強する時間もないし、興味もない

既存の方法でなんとか在庫管理しているが、それをガラリと変えられては困る
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問題点 
1

問題点 
2

問題点 
3



問題点１への解決　無料ですぐに導入できる

ZAICOは無料、または有料でも980円/月からすぐに利用できます。有料プランでは様々な便利機能

が利用できます。
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低コストで
今すぐ

はじめられる!



問題点２への解決　バーコード/QRコードで簡単入力
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スマートフォンのカメラでバーコード・QRコードを読み取
り、入出庫を管理できます。
誰でも簡単にできるのはもちろん、作業の大幅な効率
化も見込めます。

誰でも簡単に
使える!



問題点３への解決　既存システムと一緒に使える

ZAICOは既存システムを完全には置き換えず、CSVやAPIによるデータ連携によって並行稼動させる

ことができます。既存システムの良さや運用フローを残したまま活用することが可能です。
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既存システム

データ連携で
並行稼働OK!

CSV

API



事例紹介
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04    |    　　　　株式会社ライフスタイルギャラリー様

01    |    　　　　株式会社クレハ 樹脂加工研究所様　

02    |    　　　　矢木脳神経外科病院様

03    |    　　　　三井金属鉱業株式会社様

クラウド在庫管理ソフト「ZAICO」で在庫管理や棚卸業務を劇的に改善された会社様の一部を
ご紹介します。

05    |    　　　　有限会社舩坂酒造店様

製造業

医療

製造業

小売

製造・販売業



● 棚卸業務が半日から1時間に

● 管理業務時間を短縮できたことで本業の研究開発により

多くの時間を割けるように

● 安全管理への意識が高まり、所員のCSR意識が向上

事例01　株式会社クレハ 樹脂加工研究所様

試薬管理作業の効率化・作業時間の大幅短縮を実現。CSR意識の向上
にもつながりました。

課題
● 危険物管理に時間がかかっていた  
● 棚卸の作業効率が悪かった (目視での確認とExcel入力)
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棚卸業務時間を
大幅削減!

ZAICO
選定理由

● 低コストながら高い汎用性

● QRコードで管理ができる

導入後の
変化

半日

1時間

BEFORE AFTER



● 在庫の見える化で欠品を回避できるように

● チームメンバーと在庫に関する情報共有が容易になった

● 発注管理がミスなくできるようになった

事例02　矢木脳神経外科病院様

年配者でも使いやすいシンプルな操作性が決め手に。在庫の”見える化”
を実現し、コロナ禍の病院で在庫欠品を回避できました。

課題

● 担当者しか在庫状況を把握していないという属人的な管理体制

● 過剰在庫の発生

● ノートや張り紙でのアナログな管理から管理ソフト (Access)に転換したが、使

い方が難しすぎて継続を断念した
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ZAICO
選定理由

● 年配のスタッフも利用するので、シンプルで使い勝手の良い操作性

が良かった

導入後の
変化

棚にQRコードを貼って物品管理。スキャン
するだけだから年配スタッフも安心。



● 保管場所が整理でき、物を探す必要がなくなった

● 製造工程もストップすることがなくなり生産性が向上した

● 備品だけでなくノウハウも写真で管理することで、知識の属人化を

防げた

事例03　三井金属鉱業株式会社様

月間3人分の工数削減に成功！
製造止まる・整理できない…そんな状態を打破できました。

課題

● 製造に使う備品の置き場所がベテランでもわからない！

● 物を探し回ることが日常で、保管場所も整理できない

● 物を探す時間は人も製造も止まり生産性が悪くなる一方・・
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ZAICO
選定理由

● 現場の人が誰でも手軽にデータの更新ができるため

● 写真が登録できるため

● 価格が安価なため

導入後の
変化

写真が登録できるから、誰でも簡単に物品
を特定でき効率アップ



● システム処理の速さと操作性の良さで作業スピードは10倍に

● 在庫数にも狂いがなくなり棚卸頻度も50%削減

● 鮮明な画像と情報登録により、拠点間でのコミュニケーションが素

早く正確に

事例04　株式会社ライフスタイルギャラリー様

小売店の店舗・倉庫計11拠点の在庫情報がシームレスに。処理の速さと
操作性の良さで作業スピードは10倍に効率化できました。

課題

● 既存システムの処理速度、操作性の悪さでスタッフに高負荷

● リアルタイムな在庫管理処理ができないことで、ミスが発生し、棚卸負荷が

上がるという悪循環
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ZAICO
選定理由

● 手持ちのスマホですぐに導入できるため

● 画像の綺麗さ。処理速度の速さ

導入後の
変化 複数拠点・計数万点の商品管理がスマホで

楽々管理できるように



● 棚卸工程も時間も半減

● 生産性の向上と、在庫管理の時間短縮が実現

● 紙管理に慣れていた現場でもスムーズに導入でき、その楽さを実

感している

事例05　有限会社舩坂酒造店様

紙での在庫管理に慣れていた現場の抵抗・・。それでも導入後、管理工数
は半分に。圧倒的な「楽」を実感できています。

課題

● 紙管理により、書き間違い、読めない、書き忘れ、商品間違い、計算間違い

が発生

● 現場まで紙台帳を見に行く手間も大きなコストに
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ZAICO
選定理由

● QRコードとスマホで簡単に在庫管理や棚卸ができるため

● 在庫情報をどこでも共有できるため

導入後の
変化

紙での煩雑な管理から
スムーズに移行できました

BEFORE AFTER



ユーザー12万人の実績

広告費0円、営業マン0人でもユーザーが約12万人までに増え、

毎月約2,000人のペースでユーザーが増加。

累積ユーザー数の推移
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無料/有料会員
共に

ユーザー増加中!



R-ZAICO

RFIDを活用した”数えない”在庫管理
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RFIDを活用した在庫管理では物品検索や棚卸が、格段に早く、驚くほど簡単にできるようになります。

RFIDとは電波を用いて一度に複数のタグ情報を読み込んだり、離れたところからでも情報を読み取る

ことができるシステムです。

詳細はこちら：https://rfid.zaico.co.jp

手書きまたはExcel管理 約250時間

バーコード管理 約120時間

約5時間!!RFID管理

従来の管理に比べ

生産性は最大で

約50倍!

1か月あたりの在庫管理業務所要時間（棚卸、ステータス管理）

一度に複数のタグを遠

隔で読み取り可能!

RFID

https://rfid.zaico.co.jp
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IoT重量計ZAICON
IoT重量計

物品を載せるだけで自動的に在庫管理できるようになります。物品を重量計に置くと定期的に計測さ

れ、クラウドに在庫の増減が自動的に反映されます。パソコンやスマートフォンを操作することなく、在

庫管理の完全自動化を実現できます。

詳細はこちら：https://zaicon.zaico.co.jp/

https://zaicon.zaico.co.jp/


12万ユーザーが使うクラウド在庫管理ソフト「ZAICO」
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● シンプルで使いやすい

● パソコン・スマホから、多人数で、同時に、どこでも使える

● 無料または980円/月から低コストで始められる

さぁ、スマートな在庫管理をはじめましょう



2. クラウド在庫管理ソフト

  「ZAICO」の今後の取組

23



ZSCM(ZAICO Supply Chain Management)

受発注及び在庫データの事業所間共有システム
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ZSCMを活用したシームレスな受発注業務

① 納品 ② 出庫

ボルト工場 部品卸業者 自転車工場

ボルトの発注点：３個

卸業者のボルト残数は１個で
発注点アラートが出ている。
ボルトを納品しよう！

会社間の
コミュニケーショ
ンコストを削減

受発注データ（=「いつ」「何を」「いくつ」欲しい）及び在庫データ（=「何が」「どこに」「いくつ」あるか）を事業者間で、共有

・共通化することで、在庫管理を起因としたコミュニケーションコストを削減できるようになります。

⓪ 発注

ZSCMで情報共有することで
発注が不要に

開発中



3.  株式会社ZAICOについて
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1. 株式会社ZAICOとは

クラウド在庫管理ソフト「ZAICO」を開発・販売する法人。

ミッションである「世界中のモノの情報を、集め、整え、提供し、社会の効率を良くすること」をメンバー

が自覚し、このミッション達成の為に、各自がそれぞれ何をすべきか考え、能動的に動くフラットな組

織。

設立日：2016年10月18日

メンバー：15人

所在地：山形県米沢市大字花沢 331

代表者：田村  壽英
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ZAICOのメンバーは全員リモートワーク
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メンバーは、北は山形から、東京、神奈川、千葉、京都、岡山、福岡まで全国各地からリモートワー
クで働いています。自宅だったり、カフェだったり、オフィスだったりと、場所にとらわれない働き方を
しています。
山形にはオフィスもありますので、「オフィスで仕事がしたい！」という人ももちろん大歓迎です。

山形オフィス 社内テレビ会議の様子沖縄でワーケーション全国各地からリモートワーク


