Case Study

ニチバン株式会社
Oracle と Red Brick で構築された
2 つのデータウェアハウスを DynaTrek 4 で統合
販売・生産・在庫データを横断的に分析する
情報活用基盤を 2 カ月で構築

社名：
ニチバン株式会社
会社概要：
1918 年 1 月に絆創膏や軟膏・硬膏
のメーカーとして創業し、長年にわ
たって培った粘着・接着技術を生か
したテープ材を製造・販売するニチ
バン株式会社。絆創膏や医療補助用
テープなどを扱うメディカル事業に
加え、文具、OA サプライ品などの
消費財分野や、塗装用マスキング材、
電気絶縁材、接合材などの産業用材
分野から成るテープ事業を柱にビジ
ネスを展開している。
「環境に配慮
したニチバン商品カタログ」の発行
など、変化し続ける市場ニーズにこ
たえる高い技術力と品質を軸に、地
球環境に配慮した高付加価値製品を
提供している。
U R L：
http://www.nichiban.co.jp/

2 つのデータソースから構成される情報系システムを運用してきたニチバン株式会社
（以
下、
ニチバン）
は、
DynaTrek 4 で情報分析基盤を一本化することを決断。これら 2 つのデー
タソースに対して透過的にアクセスし、高度なデータ検索を可能にした。現在、全社員
のほぼ半数にあたる 350 人のユーザーが利用し、個人がローカル環境で保有してきた分
析ノウハウをユーザー自身が帳票テンプレートとして登録または共有。稼動後 1 年間で
約 2,000 の帳票テンプレートが登録・活用されている。
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「DynaTrek 4 を軸にした情報活用基
盤の構築によってユーザーのデータ
活用が大きく推進されました。また、
導入から運用に至るまでキューブの
構築・修正が一切不要であったため、
情報系システム運用の大きなコスト
削減となりました。ベンダサポート
の対応も非常に良く、大変満足して
います」
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