2011 年 6 月 23 日

報道関係各位
TIS 株式会社

ＴＩＳ、化学物質情報管理 SaaS ソリューション
「ChemiKarte（ケミカルテ）」オプションに新メニューを追加
―素材加工型製造業におけるグリーン調達対応の大幅な作業効率化を低価格で実現―
IT ホールディングスグループの TIS 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：桑野

徹、

以下 TIS）は、2010 年 4 月より提供している化学物質情報管理 SaaS ソリューション「ChemiKarte
（ケミカルテ）」のオプションメニューに「BOM（Bill of Materials: 部品構成表）一括登録ツール」
「ボリュームリンク」を追加することを発表します。
今回の新メニュー追加により、製品を構成する部品/部材情報を更新した際必要となる製品含有
化学物質情報の再構築作業を一括で行うことが可能となります。特に FPC（フレキシブルプリン
ト基板）、フィルム、ケーブルや絶縁体などの素材加工型製造業では、Excel ベースでの手作業の
データ変換業務から解放され、データやドキュメントを管理する品質管理部門・環境安全部門担
当者のグリーン調達調査回答業務が月額 20,000 円の低価格で大幅に効率化されます。
■背

景

地球的規模で環境保全への取り組みが推進される中、企業にとって製品に含有されている化学
物質の管理責任はますます大きくなっています。欧州における REACH 規則（※1）や改正 RoHS
指令への対応のため、 グリーン調達の基準を改正する大手メーカーも増えています。そういった
背景から、化学物質の情報管理は、大手メーカーだけでなく、部材や部品を納品する中小規模の
メーカー・商社に至るまで、サプライチェーン全体で取り組むべき課題となってきています。
特に、2007 年に欧州で REACH 規則が施行されて以降、SVHC（高懸念物質）
（※2）は年々増
加しており、更に 2011 年 6 月から届出が本格的に実施されることから、セットメーカー等から
サプライヤー企業に対しより迅速な対応を求めるようになってきています。その一方で、サプラ
イヤー企業においては、タイムリーな情報提供が求められている中で、効率的な運用が課題にな
っています。
■新メニューについて
今回追加の「BOM 一括登録ツール」
「ボリュームリンク」は、BOM 情報のスムーズなデータベ
ース化と最新部品/部材情報の一括更新を実現する新メニューです。これまでは、製品を構成する
部品/部材情報に変更がある度に、各製品の含有化学物質情報を更新しなければならず、担当者に
とって大きな作業負担となっていました。
この新メニューを活用することで、特に FPC、フィルム、ケーブルや絶縁体といった、設計時
の管理を m･m2･m3（長さ・面積・体積）で行う素材加工型の製造業では、データ変換作業時の誤
報告のリスクが低減されるなどの導入効果も期待できます。
（1）BOM 一括登録ツール
「BOM 一括登録ツール」は、製品の構成情報を移行するためのツールです。本ツールを利用すれ
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ば、製品、構成情報、階層、員数の情報を一括で登録することができます。
（2）ボリュームリンク
「ボリュームリンク」は選択した製品に紐つく部品情報を一括で反映・更新する機能です。本機
能を活用することで、構成部品の改定時に対象の製品データへ含有物質情報を一括で反映するこ
とが可能です。夜間バッチ処理にて動作します。
＜オプションメニュー利用費用＞
「BOM 一括登録ツール」
：20,000 円（税別）
「ボリュームリンク」：20,000 円（税別）
注）上記は、1 社あたりの月額費用です。
■「ChemiKarte」とは
「ChemiKarte」は、グリーン調達で求められる含有化学物質調査に必要なデータやドキュメン
トを効果的に管理できる SaaS 型の化学物質情報管理ソリューションです。
素材加工品、デバイス、最終セット品などの製造業や電子部品卸売業などに導入実績を持って
おり、以下の特長があります。
＜特

長＞

①含有化学物質情報を一元管理し、グリーン調達に対応
● 製品、部品/部材の含有化学物質情報と関連文書を一元管理
● 製品、部品/部材の構成情報を外部システムより取り込み、管理可能
● 関連文書の有効期限管理が可能
②サプライヤーとのスムーズな情報連携
● サプライヤーへ無償の管理ツールを配布することによるスムーズな情報収集
● サプライヤーから提出されたデータと関連文書のセットも一元管理
③月額かつ低コスト・短期間での導入
●SaaS 提供のため、ハードウェア・ソフトウェアを購入する必要がなく、導入型システムで
必要な初期投資や変更による追加コストも大幅に削減
● ヘルプデスクが導入・運用をサポート
④業界フォーマットに対応
●JAMP（アーティクルマネジメント推進会議）認定ツールである eBASE 株式会社の『GREEN
eBASE』を基盤とし、JAMP AIS・MSDSplus、JGPSSI、JAMA/JAPIA 統一データシートの業
界フォーマットに対応
詳細は、ChemiKarteホームページ（http://info.chemikarte.jp）をご確認下さい。
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＜「ChemiKarte」価格表＞
体 系
初期費用

初回

金 額 （税 別）

300,000 円

のみ

基本メニュー

オプション

ディスク追加使用

月額

20,000 円/ID

月額

10GB 増 量 ご と に

備 考
・50 ユーザーまで。以降、50 ユーザーごとに+100,000 円
・初回操作トレーニング（集合形式：4 時間）を含む
※初回操作教育に関わる交通費、宿泊費は含まず

・化学物質情報管理
・化学物質含有量集計
・不使用証明書、ICP 分析データ、MSDS 等の文書管理
・JAMP AIS/MSDS plus、JGPSSI、JAMA シート入出力
・製品・部品の含有化学物質検索/レポート出力
・サプライヤーでの情報入力（eBASE jr.)
※ヘルプデスク利用（平日 9:00-17:00）を含む

・30GB まで基本メニューに含む

3,000 円

メニュー

BOM 一括登録ツール

月額

20,000 円

月額

20,000 円

（ＮＥＷ）

ボリュームリンク
（ＮＥＷ）
導入支援

・製品の構成情報を移行するための EXCEL ツール
・製品、構成情報、階層、員数の情報を一括で登録
・最低利用期間 6 ヶ月

・ボリューム間の構成部品情報のコピーを支援
・最低利用期間 6 ヶ月

別途お見積

＜今後の予定と展開、売上/販売目標＞
TIS では、新メニューの追加により、より利便性が増した ChemiKarte の拡販を行い、今後 3
年間で累計 100 社への導入を目指します。
■eBASE 株式会社のコメント
ChemiKarte に化学物質情報管理のデータベース機能などを提供するeBASE株式会社の代表取
締役社長

常包（つねかね）浩司氏は、以下のようにコメントしています。

「TIS殿がGREEN eBASEを基盤としたSaaSサービスのChemiKarte（ケミカルテ）に新メニュ
ーを追加されたことを、弊社は歓迎いたします。旧来より、グリーン調達対応業務において製造
業を中心に多くのお客様が抱えておられる様々な課題を解決するサービスとして、また私共のご
提供しているソフトウェアであるGREEN eBASEをより広範囲のお客様にご利用いただく機会と
して大変期待しております。また、今回提供を開始される新メニューには他社にないノウハウが
凝縮されたものとして、導入される企業のビジネスを支えていかれることと確信しています」
●eBASE社について
社 名

：

eBASE株式会社

URL

：

http://www.ebase.co.jp/

事業内容：

コンテンツマネージメントソフト「eBASE」の企画開発・販売・保守。
食品業界を中心に約66,000ユーザーの実績。
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※1 REACH 規則
化学物質の生産・輸入者は、生産・輸入を行なう全化学物質（1 トン／年以上）情報を欧
州化学物質庁へ登録・申請することが義務付けられる、という取り決め。
※2

SVHC
人の健康や環境に深刻な影響がありそうな高懸念物質。REACH 規制で通知義務があり、
欧州化学物質庁から候補リストが公表される。

◆TIS 株式会社について
2011 年 4 月、IT ホールディングス(ITHD)グループの TIS（株）、ソラン（株）、（株）ユーフィットが合併し
「新生 TIS」が発足しました。多彩なソリューションと国内トップクラスの総面積約 10 万㎡のデータセンター
をフル活用し、SI 受託開発からアウトソーシングサービス、クラウドサービスまで全方位型の IT サービスを
ワンストップで提供してまいります。
◆ITHD グループについて
ITHD グループは、様々なお客様を IT で支援する IT エキスパート集団です。
進化し続ける企業グループとして、グループ各社の個性を活かし総合力で応えます。
◆ITHD グループのクラウドへの取り組みについて
ITHD グループは、クラウドキャッチコピー「Our Cloud, Your Dream」を掲げ、クラウド時代
をリードする豊富なサービスラインナップとクラウド技術を、新しいアイデア・付加価値で最適
に活用し、お客さまビジネスの夢を支えるクラウドを提供してまいります。

※

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

【本件に関するお問合わせ先】
＜報道関係者からのお問い合わせ＞
TIS 株式会社

企画本部

TEL：03-5402-2133

広報部

浄土寺／畠山

FAX：03-5402-2433

E-mail：info@tis.co.jp

＜本サービスに関するお問い合わせ＞
TIS 株式会社

アドバンストソリューション事業部

環境ソリューション推進室
TEL：03-5402-2183

アドバンストソリューション事業統括部

ケミカルテ担当

FAX：03-5402-2483

E-mail：chemikarte@tis.co.jp
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