
マイナス25℃環境の業務改革──
デル堅牢「Rugged タブレット」
で冷凍倉庫のペーパーレス化を実現
冷凍・冷蔵食品の物流倉庫を運営するフリゴ。同社は、現場業務の
効率化に向け、室温マイナス 25℃以下の冷凍倉庫でも安定して動作
するデルの「Latitude 12 Ruggedタブレット」を採用した。

フリゴでは、冷凍・冷蔵食品を扱う物流倉庫（冷凍倉庫）での業務効率を
高めるべく、タブレットによるピッキング／検品業務のペーパーレス化に
乗り出した。ところが、冷凍倉庫の室温はマイナス 25℃以下──。その過
酷な環境でも安定動作を続け、かつ適正な価格のタブレットを探し当てる
ことが、大きな課題となった。

Ruggedタブレットは、マイナ
ス 25℃以下の過酷な環境でも
安定稼働

Ruggedタブレット による
ペーパーレス化で 1日当たり
約 1,000枚の紙を節約

室温マイナス 25℃以下の冷凍倉庫内でも安定動作を続けるシステム
端末（タブレット）を手に入れることができた（稼動時マイナス 29°
まで対応）

RuggedタブレットのフルHD画面により、紙伝票と同等の情報量を
タブレット上に表示させ、ペーパーレスでの検品・ピッキングを効率
的にこなせる環境が実現できた

タブレット端末の導入コストを、他社製品比で約 2分の 1に圧縮する
ことができた

ペーパーレス化の実現によって 1日約 1,000枚の紙を節約することが
可能になった

作業員一人当たりの作業時間が 1日 30分～ 1時間程度削減された
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　株式会社フリゴは、大阪府・和歌山県を中心に冷凍・冷蔵食品の物流倉
庫を運営する倉庫事業者だ。同社の倉庫では従来、ピッキング／検品など
の作業に紙ベースの伝票を使用してきた。ただし、紙伝票を用いたピッキ
ング／検品の効率性は高くなく、人的なオペレーションミスが発生するケー
スも少なくなかった。そこで同社では、ピッキング／検品業務のペーパーレ
ス化に乗り出し、その取り組みを支える端末として、室温マイナス 25℃以
下という冷凍倉庫の過酷な環境でも安定動作を続けるデルの「Latitude 12 

Rugged タブレット」を採用した。同製品によって、冷凍倉庫の現場業務を
大幅に効率化するというフリゴの構想が大きく前進したという。

倉庫管理システムの変革

　フリゴの創設は 1969年。西願織物グループの冷凍倉庫部門として、和歌
山冷蔵株式会社の名称で会社を立ち上げたのが始まりである。

　この旧社名からもわかるとおり、フリゴはもともと和歌山県を中心に事業
を展開していたが、1991年に大阪・堺市に本社を移転し、併せて社名を現
社名に変更した。のちの 1997年には大阪北港（舞洲）に物流センターを新
設し、本社機能も同所に移している。現在は大阪北港（舞州）と南港、北大
阪（吹田市）、和歌山に物流センターを構え、2011年には東日本の物流拠点
として東京営業所も開設している。

　フリゴの特徴は、調達・輸入・通関・保管・加工・輸送など、食品物流に
かかわる業務のすべてに対応できる点にある。例えば、大阪・北港（舞洲）
の物流センターは、超低温・冷凍・チルド・ドライなど、すべての温度帯の
商品が保管できる収容能力約 3万トンの冷凍倉庫を備え、商社・卸・メー
カー・量販店など、さまざまな取引先の配送センターとして機能することが
できる。またフリゴでは、通関手続きの代行など、保税関連の業務を請け負
う通関事業をはじめ、日本全国をカバーした運輸事業、冷凍フルーツや惣菜
などを小分け袋に詰め替えてコンビニエンスチェーンなどに出荷する食品加
工事業なども幅広く手掛けている。

　そうしたフリゴでは、倉庫管理業務のシステム化にもいち早く取り組んで
きた。同社の情報システムを統括する代表取締役専務の西願 敦司氏によれ
ば、倉庫管理システムの導入は、四半世紀以上前にさかのぼるという。

　「当社が倉庫管理業務をシステム化したのは約30年前のことです。オフィ
スコンピュータ（オフコン）を導入し、倉庫管理システムをスクラッチで開
発したのが始まりです」と 西願専務は振り返り、こう続ける。

　「もっとも、スクラッチ開発で倉庫管理システムとしての完成度が高かった
ことで、かえってシステム更新の時期を逸してしまい、長く使い続けざるを
得なくなりました。オフコンベースのシステムは柔軟性・拡張性に欠け、取
引先や社内から新しい機能の追加や情報の提供を求められても即座に対応で
きず、かつ、システム改修費用も高額になるといった課題を抱えていました」

　こうした課題を解決すべく、フリゴでは 2016年から倉庫管理システムの
オープン化を推し進めてきた。そのシステム改変に当たっては、単にシステ
ムの基盤をオープン化するのではなく、現場作業の効率化を目指し、倉庫
業務のペーパーレス化にも取り組んだという。

　「従来、商品のピッキング・検品といった倉庫作業では、紙伝票の作業指
示書が用いられていました。要するに、事務所で処理した伝票が現場で作
業指示書として出力され、、作業員が自分の作業内容を紙伝票に手書きで記
録して、それを事務所のシステムに手作業で入力するといったオペレーショ
ンだったわけです。言うまでもなく、このオペレーションは非効率で、情報
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の誤入力など人為的なミスもしばしば発生していました。そこで現場で使う
伝票をペーパーレス化しようと考えたのです」（西願専務）。

ペーパーレス化の壁

　もっとも、伝票のペーパーレス化は簡単なことではなかった。というのも、
フリゴが運営している倉庫は、室温マイナス 25℃以下の冷凍倉庫が中心だっ
たからだ。



「冷温への耐久性が高く、頑丈で、画面も大

きく高精細。Ruggedタブレットは、我々の

要件をすべて満たしたタブレットでした。冷

凍庫での作業用には、それ専用の高価なタブ

レットしかなく製品探しには相当苦労しまし

たが、Rugged タブレットがあって本当に助

かりました」

株式会社パーソナルシステム
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青木 聡彦氏

　「倉庫業務の効率化に向けては、作業員にハンディターミナルを携帯させ
るという手段がよく用いられますが、マイナス 25℃以下という環境に対応
するハンディターミナルは少なく、しかも、ハンディターミナルには 1つの
画面に表示できる情報量が少ないという問題がありました。また、防寒手袋
を着用してのキー入力の難しさもあり、キー入力を最小限にすると一作業を
完了させるためにたくさんの画面遷移を行う必要が出てきます。言うまでも
なく、冷凍倉庫内で人が長時間作業するのは体力的に大きな負担になります。
ですから、作業員が仕事を効率的にこなすために、一目で作業指示内容が
理解できる視認性と情報量を確保できるツールを求めました。ハンディター
ミナルは、そうした作業スタイルには不向きなツールと言えたのです」（西
願専務）。

　こうした理由から、フリゴでは、紙伝票と同等の情報量を一画面で見やす
く表示でき、かつ、冷凍倉庫でも安定稼働を続ける端末を探し始めた。そ
のころの状況を、西願専務は次のように振り返る。

　「画面のサイズが大きく、持ち運びも容易との観点から、端末はタブレッ
トにするという方向性は早くから決まっていました。ところが、冷凍倉庫内
での安定稼働を保証してくれるタブレットが見当たらない。ようやく見つけ
たと思っても、それらは海外製の特殊仕様の製品ばかりで、どれも非常に高
価だったのです」

厳しい要件を満たす唯一の選択肢

　タブレット選びで壁に突き当たったフリゴは、倉庫管理システムの開発を
委託しているパーソナルシステムに相談を持ちかけた。それに応じてパーソ
ナルシステムが紹介したのがデルの「Latitude 12 Ruggedタブレット」（以
下、Ruggedタブレット）だった。

　パーソナルシステム 大阪OFFICE 第一営業部 部長の青木聡彦氏によれ
ば、候補はRuggedタブレットの一択だったと話す。

　「画面のサイズが大きく、冷凍倉庫の低温環境でも問題なく動作し、し
かもコストパフォーマンスに優れる──。これらの要件を満せる製品は

Ruggedタブレット以外には見当たらず、迷うことなくお客様（フリゴ）に
おすすめしました。耐久性（耐低温性・結露対策）などの性能でRugged

タブレットに匹敵する海外製品もありましたが、価格がRuggedタブレッ
トの倍以上。とてもおすすめできる製品とは言えませんでした」（青木氏）。

　パーソナルシステムは、フリゴにおける倉庫管理システムのオープン化・
刷新プロジェクトをその開始当初から全面的に支援してきた。同プロジェク
トの第 1フェーズでは、倉庫荷役業務をオートメーション化したパレット自
動倉庫の作業システムが開発され、すでに運用がスタートしている。冷凍
倉庫のペーパーレス化は、このプロジェクトの第 2フェーズに当たるものだ。

　「第 1フェーズのシステムでも、端末としてタブレットを活用しています
が、そのタブレットでは冷凍倉庫の環境にはとても対応できません。一方の
Ruggedタブレットは、冷温環境での長時間使用に耐えうる耐久性を備えつ
つ、画面サイズが大きく、フルHD（1,920 × 1,080ドット）に対応しています。
お客様（フリゴ）の紙伝票と同等の情報量を表示させるにはフルHDが必要
だったので、この点も、Ruggedタブレット採用の大きな決め手になりました」
（青木氏）。

　さらに、Ruggedタブレットにはバッテリが 2つ搭載されており、交互に
バッテリを交換すればタブレットの電源を落とさずに業務を継続できる。充
電のためにタブレットが使用できなくなることがない。「これも、倉庫業務
で使うのに適した設計です」と、青木氏は付け加える。

　一方、パーソナルシステムの主任システムエンジニアで、フリゴの倉庫
管理システムの開発を担った吉田祐一氏（大阪OFFICE システム開発部）は、
開発者の立場から、Ruggedタブレットを次のように評価する

　「Ruggedタブレットが、特殊仕様の端末ではなく、Windows 10対応の
汎用PCであった点は開発の効率化につながりました。例えば、Rugged

タブレットの場合、特殊な画面解像度に合わせてシステムのユーザインタ
フェースを調整する必要はありません。開発環境でテストした仕組みが、そ
のまま動作させられるのです」（吉田氏）。

倉庫業務が大幅に効率化

　パーソナルシステムの提案に基づきRuggedタブレットの導入を決めた
フリゴは、2017年秋に同タブレットを倉庫内に持ち込み、試験運用・検証
をスタートさせた。その結果、冷凍倉庫内でも安定した動作を続けることを
確認し、合計23台のRuggedタブレットを導入している。現場では、バーコー
ドスキャナーを接続させたRuggedタブレットを作業員が手持ちで利用し
たり、倉庫内で稼働するフォークリフトにRuggedタブレットを固定して活



開発作業を終えてからになるという。この第 3フェーズでは、倉庫管理シ
ステムと連携させる事務系システムの改修が計画されている。

　「テスト的な運用を通じてRuggedタブレットの有効性が確認できたので、
今は、保守切れが近いオフコンの事務系システムをオープン化する改修作
業を優先的に進めています。Ruggedタブレットの本格運用は、この事務系
システムが完成する 2019年 6月ごろを予定しています」（西願専務）。

　Ruggedタブレットの本格運用後は、フリゴ本社・大阪北港（舞洲）物流
センターのみならず、他の物流センター／営業所での活用もスタートさせる
計画だ。さらに同社では、今回開発した倉庫管理システムをパッケージ化し、
海外を含む同業他社の倉庫事業者に提供することも視野に入れているとい
う。このビジネス展開においては、パッケージの構成要素としてRugged

タブレットの採用を想定しているという。

　「今回開発した倉庫管理のソリューションは、数多くの倉庫事業者の業務
革新に有効な仕組みです。とりわけ、消費市場が急拡大し、冷蔵倉庫ニー
ズが膨れ上がる一方で、倉庫管理のノウハウが十分に確立されていない新
興国では、我々のシステムに対する潜在需要が非常に大きいと見ています。
今後もデルやパーソナルシステムと密接に連携しながら、ITのビジネスを
成功させたいと考えています」（西願専務）。

用したりしている。Ruggedタブレットは、震動にも強い耐性があり、フォー
クリフトに固定した状態で用いても問題なく動き続ける。

　Ruggedタブレットは、まだ “トライアル運用” の段階にあり、フリゴの
すべての冷凍倉庫で運用されているわけではなく、運用を開始しているのは、
本社の大阪・北港（舞洲）物流センターの一部業務に限定されている。

　「それでも、すでに冷凍倉庫のRuggedタブレットから、倉庫管理システ
ムに直接アクセスし、ピッキングや検品のチェックと入力作業が行える環境
が整っています。これにより、従来は 1日当たり約 1,000枚も印刷していた
伝票の紙が節約され、作業後のデータ入力などの管理時間も、作業員一人
当たり 30分／日～ 1時間／日程度削減することができました」（西願専務）。

　タブレットは倉庫管理システムの端末として画面上に伝票を表示するだ
けでなく、保管商品の品質チェックのためのデジタルカメラとしても活用さ
れている。

　「以前は、お客様の依頼を受けて品質チェックのために倉庫にデジタルカ
メラを持ち込んで撮影していましたが、倉庫内の温度はデジタルカメラの動
作保証温度よりも低温で、結霜・結露による不具合が間々発生していました。
Ruggedタブレット導入で、その心配もなくなりました。おまけに倉庫管理
システムの検品機能ではRuggedタブレットで撮影した商品画像を商品情
報にひもづけて登録でき、パソコンへの保存や整理、メール添付による客
先への送信なども不要になりました」と西願専務は言う。

　さらに同氏によれば、Ruggedタブレットを活用した新システムは、取引
先である荷主の満足度向上も目指している。

　「トライアル運用が終了し、本稼働を向かえればタブレットを通じて、現
場の情報がリアルタイムに倉庫管理システムへ反映されるようになり、入
出荷の進捗や商品品質に関するお客様の問い合わせに迅速に回答できるよ
うになります。お客様にとっては、自社倉庫のような感覚で必要な時に必要
な情報をリアルタイムで確認していただけるようになります」（西願専務）。

　また現在までにRuggedタブレットの不具合／トラブルは発生していな
いという。「加えて、設定方法や使い方に不明点がある場合でも、デルのサポー
トが迅速に対応してくれるので助かっています」と、青木氏は話す。

倉庫管理ソリューションの外販も視野に

　西願専務によれば、Ruggedタブレットの本格活用は、第 3フェーズの

株式会社パーソナルシステム
大阪 OFFICE 第一営業部 部長
青木 聡彦氏

株式会社パーソナルシステム
大阪 OFFICE システム開発部
主任システムエンジニア
吉田 祐一氏

ユーザ導入事例ウェブサイトにて、他にも多くの事例をご覧いただけます。www.dell.co.jp/casestudy 

Copyright © 2018 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved. Dell、EMCの製品およびサービスにかかるその他の商標は米国 Dell Inc. またはその子会社の
商標または登録商標です。その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。本事例は情報提供のみを目的としています。事例内容および事例内に記述され
た役職名は 2018年 4月に行われた取材時のものです。Dellおよび EMCは、本事例の表現または暗示された内容にいかなる保証もいたしません。
デル株式会社　〒 212-8589 川崎市幸区堀川町 580番地 ソリッドスクエア東館 20F
Tel. 044-542-4047　　www.dell.co.jp

Dell Latitude Rugged の
詳細はこちらから

専門スタッフへの
お問い合わせ

お客様導入事例の一覧は
こちらから

この記事を共有する

http://www.dell.co.jp/casestudy
http://www.dell.co.jp
http://www.dell.com/jp/business/p/latitude-laptops
http://www.dell.com/jp/business/p/latitude-laptops
https://marketing.dell.com/jp/esg
http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/customer-stories
https://www.facebook.com/DellEnterpriseJapan/
https://twitter.com/DelltechcenterJ

