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会社説明 

シヤチハタ株式会社 

創 業 ： 大正14年1月（1925年） 

設 立 ： 昭和16年9月（1941年） 

社 長 ： 舟橋 正剛 

資本金： 7億3,758万円 

売上高： 163億円 （単体） 

       174億円（グループ連結） 

社 員 ： 643名 （単体） 

      1,209名（グループ全体） 

 

 



万年スタンプ台 

1925（大正14）年 発売 

空気中の水分を吸収し、インキが乾かないスタンプ台 



【国内】シヤチハタ商品 
シヤチハタ印 ネームペン 

筆記用具 データーネーム 印章・事務用品 

浸透印シェア 約８０％ 

全国の印判店・文具店・量販店などへ販売 

スタンプ台・朱肉 

朱肉シェア 約６０％ 

スタンプ台シェア 約８０％ 

学童用品 
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【海外】シヤチハタ商品 

販売代理店・ディーラーを通じ世界中へ販売 



シヤチハタ商品の展開例 
［記念スタンプ／スタンプラリー］ 
 

 

 

 

 

 

 

回遊性の向上、集客と再来店・
再入場のアイテムとして広く使わ
れます。 

 

ex.鉄道イベント、展示会場内、 

博物館、美術館、名所、旧跡etc 

［その他：部材供給］ 

 

 

 

 

 

 

★インキの供給 

★浸透印のゴムの供給 

★工業用マーカーのペン芯etc 

 

シヤチハタは、バイヤーでもあり、 

サプライヤーでもあります。 

愛・地球博 

記念スタンパー 

いろいろなシーンに応じた商品を展開しております 

［タートスタンプユニット］ 
 

 

 

 

 

 

 

連続なつ印が可能な、シヤチハ
タ印が組み込まれたエアー駆
動式の自動なつ印機。 

主に生産ラインで利用されます
。 

インキは、金属やプラスチック、
ゴム、ガラスなどの非吸収面に
もしっかりなつ印できるタートイ
ンキです。 

例：TATスタンプユニット 

金属・プラスチック・ 
ゴム・レンガetc 
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いろいろな商品・部材を展開しているが… 

• 激変する外部環境にうまく対応できているか？ 
 

• 販売店やディーラー、ユーザに商品の魅力が伝
わっているか？ 
 

• 販売店やディーラーが販売しやすいツールを提
供しているか？ 
 

• そもそも社内にはしっかり伝わっているか？ 
 

といった疑問、懸案事項が潜在しています。 

 



問題点その１（社内の情報管理・共有） 

• 基幹用DBのみの情報管理 
– 伝票上での商品情報は管理されているが、商品カタログや 
チラシ、リーフレットに必要な情報や、営業マンにとって 
有益な情報がDB化されていない 

 

• 分散して管理されている販促情報 
– 商品のスペック情報や画像・動画ファイルを必要な部署が 
各々作成し、個々対応しているため、情報が分散して管理 
されている 

 

販促用DBの構築 



問題点その２（社外への情報発信・共有） 

• 印章店・文具店・量販店などへの商品情報配信 
– 新商品情報の公開 

– 商品画像、リーフレットなどのデータ供給 etc 

 

• カタログ通販、ECサイト対応 
– 商品スペックや画像ファイル、動画データなどのデータ供給 etc 

 

販売店との情報共有 



問題点を解決するために… 

・社内の情報管理のための「販促用DB」構築 

・販売店やカタログ通販、ECサイトなどとの「情報共有」 

を実現するために 

データベース「eBASE」の有効利用 



eBASEを使った全体図(eBASEWebを活用) 

環境チーム 

・商品マニュアル 

・画像 

・製品仕様書 

・包装仕様書 

イントラサイトによる情報共有（社外秘含む） 

・商品情報データ出力 

・チラシ、画像データ出力 

・化学物質情報 

 （SDS 等） 
 

企画・開発 

販促 

情報システム ・商品情報 

 （JAN、サイズ等） 

基幹用DB 

eBASE Server 

シヤチハタ 

エンドユーザ 

販促用DB 

社内 

販売店 
販売店向けサイトによる情報開示 

オフィシャルサイトによる情報開示 

商品情報閲覧 



企業・エンドユーザ向けページ（オフィシャルサイト） 
ユーザ視点の 

検索機能 

SKU単位での 

商品詳細表示 



販売店・ディーラー向けページ（販売店向けサイト） 

ディーラー視点での 

検索機能 

ディーラー視点での 

検索機能 

対象商品を 

ブックマーク 

CSV出力 



社員向けページ（イントラサイト） 

社員視点での検索 

（廃番品含む） 

 

対象商品を 

ブックマーク 

外部形式へエクスポート 
※amazon、楽天･･･ 



eBASEServer（販促用DB）を利用した効果 



eBASEServer（販促用DB）を利用した効果 

•商品仕様、商品マニュアル、他社データー等が、デジタル 

データで一元化でき、紙での配布を少なく出来る 
 

 

•同じ商品、同じ形式等の提案書を繰り返し、何度も作成 

するのに効果がある 

 

•eBASE導入の他社との連携が容易になる 

 →取引先が導入していれば 情報提供が容易になる 

 

•取引先から頻繁にある商品情報のデータ提供依頼が 

容易になる 

 ex．ECモール用データ形式（amazon、楽天、Yahoo!ショッピング・・・） 

 



eBASEを使った効果 

環境チーム 

・商品マニュアル 

・画像 

・製品仕様書 

・包装仕様書 

イントラサイトによる情報共有（社外秘含む） 

・商品情報データ出力 

・チラシ、画像データ出力 

・化学物質情報 

 （SDS 等） 
 

企画・開発 

販促 

情報システム ・商品情報 

 （JAN、サイズ等） 

基幹用DB 

eBASE Server 

シヤチハタ 

エンドユーザ 

販促用DB 

社内 

販売店 
販売店向けサイトによる情報開示 

オフィシャルサイトによる情報開示 

商品情報閲覧 

ECモール用 

データ形式 
（amazon、楽天・・・） 

eBASE 

形式データ 



今後について 



今後について 

環境チーム 

・商品マニュアル 

・画像 

・製品仕様書 

・包装仕様書 

イントラサイトによる情報共有（社外秘含む） 

・商品情報データ出力 

・チラシ、画像データ出力 

・化学物質情報 

 （SDS 等） 
 

企画・開発 

販促 

情報システム ・商品情報 

 （JAN、サイズ等） 

基幹用DB 

eBASE Server 

シヤチハタ 

エンドユーザ 

販促用DB 

社内 

販売店 
販売店向けサイトによる情報開示 

オフィシャルサイトによる情報開示 

商品情報閲覧 

ECモール用 

データ形式 
（amazon、楽天・・・） 

eBASE 

形式データ 

スマホ・タブレットでの 

  UI、使い勝手の向上 

ECモール用データ形式
の販売店利用化 

eBASE導入による 

販売店との連携強化 



【参考】eBASEと「パソコン決裁」との連携 

（2009年eBASEカンファレンス内容より抜粋） 



自社商品「パソコン決裁」の有効活用 

• PDFなどの電子文書に電子印鑑をおせるシステム 

・書類データになつ印 

 （改ざん防止のロック） 

・メール（ワークフロー）などで上長へ上申 

・さまざまなサイズの電子印鑑 

・今の承認プロセスを変えずにデジタル化! 
 （使い慣れているソフトを活用するからすぐ使える） 



例）見積書、化学物質規制データなどへのなつ印 

従来は．．． 

１．eBASEから書類を出力（PDF） 
２．紙に印刷 

３．社印をなつ印 

４．なつ印した書類をスキャニング、PDF化 

５．（メールなどで）ユーザへ送付 

１．eBASEから書類を出力（PDF） 

２．データ上で社印をなつ印 

  ※必要に応じ、電子署名付きの 

 なつ印も可能 

３．（メールなどで）ユーザへ送付 

・eBASEから出力された書類を 印刷→捺印→スキャン とする手間がなくなる。 

・紙にハンコを押してスキャンした書類よりも、信頼性が高まる。 



eBASEから出力される図面や書類に、 
パソコン決裁を使って自動署名なつ印 

例）PDFデータに自動なつ印 

eBASE Server 

取引先 事業所 

A社 

・eBASE出力時には、自動でなつ印済みなので、そのまま相手に送信できる 

・なつ印ログとして、「いつ」「誰が」「どのデータを」出力したか確認できる 

なつ印ログ 

「シヤチハタデベロッパーズプログラム」内 

PDF自動捺印ライブラリ」（署名なつ印）を利用 



パソコン決裁に関するお問い合わせ 

シヤチハタ株式会社 電子印鑑システム担当 

Tel： 052-856-5656 

Fax: 052-856-2936 

E-Mail： estmpinfo@ex.shachihata.co.jp 

URL: http://dstmp.shachihata.co.jp/ 
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