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Greeting 

代表ご挨拶 

あけましておめでとうございます！ 

本年もよろしくお願いします！ 

 未曾有の新型コロナウイルスが蔓延した2020年が終わり、新たな2021年が幕を開けました。 

 昨年は皆様はどんな1年でしたか？前号の機関紙でもお伝えしましたが、怒涛の1年でした。 

  ・緊急事態宣言による全社テレワークの実施 

  ・WEBミーティングによる新規営業 / WEBミーティングのみのお客様からの受注 

  ・自社内でのコロナ感染 

  ・スタッフの結婚 / 結婚による完全テレワークスタッフの増加 

  ・株式会社インプルーブでの新規業務「顧客売上最大化サービス（CRM導入支援）」の開始 

 厳しい時代だからこそ、新しいことに挑戦していく姿勢を2021年も実施したいと思います。 

  

 昨年末はしばらくお会いしていなかったお客様やパートナーへのご挨拶のために、訪問/WEB/電話 

 でお話をさせていただきました。その際、昔からよくしていただいているお客様から、 

 「サポートの質が前よりは落ちたかもしれない。前はある程度話をするとスグ理解してくれたが、 

  今だと一から十まで伝えないといけない。親のように見守っているから頑張ってほしい。」と 

 お話がありました。期待して下さっているからこその、ありがたいお言葉でした。  

 昨年はテレワークの推進により特に引き合いが多く、仕事量が増えていることもありますが、 

 一人ひとりのお客様と向き合う時間が少なくなっていたかもしれません。  

 改めてサポートの原点や自分たちの役割を見直すきっかけになりました。  

 

 私たちのミッションは「ITを通してあなたの活躍をサポートし、中小企業を成長させる」こと。 

 活躍をサポートするためには、「あなた」であるお客様のことをもっと知り、好きになり、どんな 

 ことに困っているかを全力で考え、実現できるスキルを身につけサポートし、一緒に成長をする。 

  

 2021年は、「新しいことへの挑戦」と「初心に返ってのサポート改善」の2つをテーマに、 

 明るく楽しく前向きに邁進していきますので、本年も何卒よろしくお願い致します！ 

 

 株式会社 インフィニティ/インプルーブ 

 代表取締役社長 大畑祐貴  



Greeting 

2021年のインフィニティ 

コロナ禍を経験し、中小企業は新しいビジネス/働き方を模索しています。 

同じ中小企業の視点から皆様と一緒に成長できるように、2021年も積極的に活動をしていきます。 

 

 ①マーケティング部門の創設 

  従来の対面をベースにした営業スタイルだけではなく、広く様々な企業と接点を持つために、 

  昨年、マーケティング部門を創設しました。 

  今までは兼務で機関紙（メルマガ）やWEBサイトでの情報発信をスタッフが行っていましたが、 

  どうしてもメイン業務に時間が集中してしまい、お客様への情報提供が遅れがちでした。 

  本年からは、お客様からの意見を取り入れ、サービスを見直し、積極的に情報発信を行う部門 

  として力を入れていきます。経験したテストマーケティングの結果なども情報共有していきます。  

 

 ②技術スタッフの強化 

  私たちの一番の強みは柔軟に動く技術スタッフです。 

  新しい技術に触れ、常に挑戦できるスタッフとしての精進と人員の強化を行います。 

  ・新しいスタッフを2名 ～ 3名採用 

  ・サービス品質の見直し/強化 

 

 ③オンラインセミナー/サロンの開催 

  できればリアルでお会いしたいのですが、今年もコロナの影響がどうなるか分かりません。 

  遅まきながら、既存のお客様への情報発信の一環として、オンラインセミナーやサロン/勉強会を 

  配信していきます。 

 

 ④エリア/提携パートナーの拡大 

  昨今、関西圏のお客様が増えていることもあり、本年は関西/九州エリアに積極的にアプローチを 

  行っていきます。合わせて私たちができないこと、技術/サービスを持っているパートナーとの連携を 

  増やし、お客様の課題を積極的に解決できるような組織を超えた体制づくりを行っていきます。 

 

皆様からのご要望、ご意見を積極的に取り入れ、企業としてレベルアップをしていく1年にしたいと思

います。是非とも「こんなことをして欲しい」「もっとこうしてくれたらいいのに」など、お気軽に

ご意見をいただければと思います。   

2021年もインフィニティは 

積極的に活動をしていきます。 



Special Feature 

2021年助成金・補助金動向 

令和2年度3次補正予算案の大きなテーマの1つに「新たな日常の先取りによる成長戦略」として中小

企業における雇用の維持と企業の持続化等に向け、資金繰りへの支援や事業者が取り組む生産性向上

への取り組み、業態転換や新規事業分野への進出などへの支援を集中的に実施すると決まりました。 

 

中小企業等事業再構築促進補助金 

 2021年に募集予定の中小企業を対象とした「事業再構築補助金」です。令和2年度3次補正予算案の臨時閣議  

 で決定した追加経済対策の1つです。 

 コロナにより売り上げ回復ができない中小企業に対し「新規事業分への進出、新分野への展開、業態転換、 

 事業再編」といった取り組みを支援します。 

 補助率は、中小企業で2/3となっております（詳細は、下記経済産業省WEBページ参照）。 

 システム購入費も対象となってますので、業態を変更する、新規事業を始める際のシステムも対象に 

 なります。本補助金は、WEB申請のみです。 

 

 経済産業省中小企業庁ミラサポPlus事業再構築促進事業：https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/11458/ 

令和3年度は？ 

 2020年9月30日に締め切られた令和3年度予算編成の概算要求で各省庁が用途として挙げた中から、 

 ITに関わる補助金・助成金に絡みそうなところをピックアップしていきたいと思います。 

  ・厚生労働省： ウィズ・ポストコロナ時代の雇用就業機会の確保 

  ・総務省： デジタル変革の加速による「新たな日常」の構築 

  ・経済産業省：「新たな日常」の先取りによる成長戦略、分野横断的課題への対応 

 この辺りを軸として、令和3年度の補助金・助成金が発表される可能性が高いと考えています。 

 特にコロナの影響による企業継続のための補助金・助成金は厚くなることが予想されます。 

 2020年9月30日に経済産業省より公表されている「令和3年度経済産業政策の重点、概算要求・税制改正要 

 望について」では、「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」「事業承継補 

 助金」は引き続き募集される見通しですね。 

 

補助金・助成金情報については、いち早く皆様にご案内予定ではありますが、申請予定や申請希望が

ある場合は、政府や省庁からの発表を逃さないよう気を付けてください。 



Special Feature 

感銘を受けた1冊：ハイパワーマーケティング 

今回は最近読んで感銘を受けた本をご紹介します。 

かなり前に出版された本ですので読まれた方もたくさんいらっしゃるかと思います。 

サービスを見直すために、マーケティングについて最近勉強しているのですが、 

たまたま出張中にYouTubeで要約動画を見たところ面白かったので読んでみました。 

マーケティングの原点 

「ハイパワーマーケティング」  

 ジェイ・エイブラハム著 

本の概要としては、 

 ①卓越論：顧客が本当に必要としている最終的な結果は何かを知る 

  ※ドリルを買う人はドリルが欲しいのではなく「穴」が欲しい 

 ②顧客を友人（クライアント）と考える：長期的な信頼関係を構築する 

 ③初回は利益を出さない：顧客の生涯価値（LTV）を意識する 

 ④他社とは違う強み（USP）を探す：自社を選ぶべき理由を明確にして提供する 

 ⑤断ることのできないオファー：心理的なリスクを取り除く 

 ⑥リスクリバーサルを提供：リスクなし以上の保証を提供する 

などが書かれています。 

一番共感したのは「顧客を友人と考える」。一過性の利益を追求するのではなく、長期的な信頼関係 

を結び長く自社のサービスを利用してもらう。当たり前のようで、初心に返ることができました。 

USPやリスクリバーサルの考えも、改めて世の中のサービスに適用されていることがわかり、 

自社のサービスの提供方法を変更/工夫することで、より様々なお客様に届けることができると、 

久しぶりにワクワクを感じました。読んだことがない方がいらっしゃいましたら、ぜひ読んでみてく

ださい。みなさまも面白い本がありましたら是非教えてください！ 

著者のジェイ・エイブラハムは、2000年に全米トップ5の経営コンサル

タントに選出され、IBM、シティバンク、フェデックス、マイクロソフ

トなどのコンサルを行い「マーケティングの神様」と呼ばれているそう

です。ハイパワーマーケティングはマーケティングの名著らしく、 

真新しい内容ではないのですが、マーケティングの根本原理が分かりや

すくまとめられていると感じました。 



About improve 

インフィニティ「CRM導入までの道筋」 

前号で、インプルーブが「CRM導入支援サービス」を開始したとご紹介しましたが、 

もともとはインフィニティで困っていた課題を解決するために利用を始めたのがきっかけでした。 

今回は、その課題と課題解決にのために検討した道筋をご紹介させていただきます。 

 

課題とその背景 

2016年頃から顧客数が増えるのと同時に社員数も増え、それまで利用していた自社開発の基幹シス

テムやExcel/Accessでの管理に限界を感じていました。そこで現状課題と「何がベストなのか？」

を考え始めました。  

 

   

  



About improve 

インフィニティ「CRM導入までの道筋」 



About improve 

インフィニティ「CRM導入までの道筋」 

解決方法の模索 



About improve 

インフィニティ「CRM導入までの道筋」 

それぞれのサービス検証 



About improve 

インフィニティ「CRM導入までの道筋」 

辿りついたのがZohoという選択肢 



About improve 

インフィニティ「CRM導入までの道筋」 

課題の解決 

Zoho One 導入による効果 



About improve 

インフィニティ「CRM導入までの道筋」 



About improve 

インフィニティ「CRM導入までの道筋」 

これからの展望  

Zoho Oneの更なる効果  



Technical Information 

自作キーボード専門店：遊舎工房 

仕事の関係で、簿記の勉強をしていたことがあります。せっかくなら簿記3級

を取ろうと電卓片手に勉強していたのですが、なんだか違和感。というか電

卓って打ちづらい。よくよく電卓を観察してみると、私の慣れ親しんだテン

キーとは微妙に配列が違うんですね。テンキーならブラインドタッチができ

るのですが、電卓はなかなかできるようになりません。そこで、テンキーと

同じ配列の電卓を探しました。何年か前までは販売されていたようですが、

近しい配列はあっても同じものはありません。キー

タッチがキーボードと同じというものはありますが、配列はありません。 

がっかりしていたところ、数か月前にテレビ番組で自作キーボードが特集され

ていたとの情報を耳にしました。 

 

キーボードの違い 

インフィニティでは、仕事柄少しお高めの打ちやすいと言われているキーボードを採用しています。世の中に

は、「人間工学に基づいた」などと謳われたキーボードも販売されています。実際、私は「キーボードなんて大

して変わらないだろう」と思っていましたが、実際に使ってみると違うものですね。また、お店で少し触って打

ちやすいかなと思って買っても長時間使うと疲れるものもあったりします。キーの間隔や押し込む深さ、押し込

む力加減などで疲れ具合や打ちやすさは変わってきます。 

 

自作キーボード 

テレビ番組では、ITmedia NEWSで「ハロー、自作キーボードワールド」という連載をされている方が出演し、

高級キーボードの紹介と共に自作キーボードを紹介していたようです。「ハロー、自作キーボードワールド」の

記事を読み始めると、まんまとキーボードワールドに浸ってしまいます。 

私は自宅で使用しているデスクトップPCはすべて自作です。ノートパソコ

ンも自作できるということも知ってはいましたが、さすがにキーボードの自

作とは！番組内で紹介された遊舎工房さんでは、自作キーボードキット販売

やレンタル工作室もあるようです。更には、作家さんの作成されたキー

（キーキャップと言うようです）を販売していたり、これはテンション上

がって仕事ができそうだと思います。 

自作キーボードにも興味を惹かれましたが、コロナが終わり東京に行った時には、遊舎工房さんに伺い

テンキー配列の電卓が作れないか相談してこようと心に誓いました。 

 

ハロー、自作キーボードワールド：https://www.itmedia.co.jp/news/series/16284/ 

遊舎工房：https://yushakobo.jp/ 



Technical Information 

PDF追記アプリ：AxelaNote 

昨年9月には、全省庁において行政手続きでの押印の原則禁止が内閣府から要請されています。同時に

テレワークの増加もペーパレス化を後押していします。今後は書類のPDFデータが多用されるようにな

るでしょう。現在でも社内外との重要書類のやり取りは、PDFで行われていると思います。例えば、打

合せ時の議事録などもPDFで送られてきます。でも、その議事録内に誤字を発見したら…。PDFで送ら

れる書類の多くは議事録もそうですが契約書などの本来編集されては困る書類なので、印刷して手書き

で追記して、スキャンして修正依頼をすることになります。そうでなければ、PDFを編集するためのア

プリが必要となります。しかし、編集されては困る書類が編集できるのは本当は問題です。 

 

追記ができるAxelaNote 

今回ご紹介するAxelaNoteは通常のPDF編集

アプリとは少し違います。AxelaNoteのweb

ページでは「どんなPDFも編集できる」と記

載されておりますが、正確には編集するので

はなく、PDFの上に「透明シート」を乗せ、

そのシート上を編集します。注釈禁止・印刷

禁止のPDFにも書き込みすることができます

が、重ねたシートに記載されるためPDF原本

が変更されることにはならないため改ざん防

止になります。顧客から預かったPDF原本を

編集してしまい「元データがない！」ということも抑制されます。 

AxelaNoteでPDFに追記すると、PDF原本以外にAXLというAxelaNoteのファイルができます。再度編集する際

は、AXLファイルをクリックするとPDFファイルも開くようになっています（ただし、PDFとAXLが同一フォルダ

内にある場合のみ）。追記したシートと合わせた状態でPDFとして保存でき、出力されたPDFは一般的なPDFと

同様にAcrobat等で表示ができます。 

今回はPDFに焦点を当て説明しましたが、AxelaNoteは画像編集ソフトなしで画像にも追記することができま

す。 

 

大企業や財団法人でも採用 

AxelaNoteは、都立大学発のベンチャー企業である「株式会社TransRecog」が開発したアプリです。ペーパレス

化推進ソフトとして数々の賞を受賞し、日産自動車株式会社や公益財団法人東京しごと財団も導入されているの

で信頼性も高いですね。 

2020年ではIT導入補助金の対象ソフトウェアになっていますので、導入検討の際は補助金のチェックもお忘れな

く！ 

AxelaNote：https://www.transrecog.com/axelanote/ 



あとがき－Editor’sNote 

2020年は、年始からコロナが始まりいつも

以上にあっという間に終わった気がします。 

インフィニティでは、緊急事態宣言時は全社

員が在宅勤務になり、今でも出社人数を半分

程度に調整し、約半分の社員は在宅で仕事を

しています。在宅の社員も大型モニタ越しに

出社しているのと同じようにコミュニケー

ションが取れるものの、今年こそは、コロナ

が終焉し、たまには全社員が出勤している日

があってもいいなと感じています。 

コロナの流行は良くないことではあります

が、なかなかデジタル化が進まなかった日本

において、ハンコ文化をも変え情報化へ躍進

する一歩になったのも事実ではないかなと思

います（まさに流行りのデジタルトランス

フォーメーションですね）。みなさまの会社

でもいろいろと変革があった年だったのでは

ないでしょうか。 

今年こそは、苦境の中からの変革ではなく、

自ら推し進めていく変革ができる年になるよ

う成長していきたいです。 

2021 

Jan. 
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コロナになり、オンライン会議やオンライン営業などが

増えた会社は多いと思います。Zoomなどではすでに搭

載 さ れ て い た 機 能 の「ブ レ イ ク ア ウ ト ル ー ム」が

「Teams」にも正式機能となりました。 

ブレイクアウトルームとは 

大人数で会議を行っている際に、一部の人が集まって別

会議をする機能です。大人数だと議事が進まない、当該

の部署だけが集まって話したい時などは、ブレイクアウ

トルームを活用できます。必要なメンバーだけの少人数

で行えるため、意見も出やすく活発な議論ができます。 

「Microsoft Teams」のブレイクアウトルーム 

ミーティングの主催者が50までのルームを作成でき、参

加者の割り当てやルーム名の変更もできます。ブレイク

アウトルームも「Microsoft Teams」のミーティングと

同じ扱いになるため、ミーティングで使える機能はすべ

て使えます。また、主催者は、各ルームに入ることがで

きるので進行状況を確認でき、各ルームに呼び戻しのア

ナウンスも可能です。ルームでのコンテンツは元のミー

ティングで共有もできます。 

ブレイクアウトルームを使おう 

ブレイクアウトルームの使用はオプションの有効化が必

要です。「設定」→「一般」から「新しい会議エクスペ

リ エ ン ス を オ ン に す る」を 有 効 化 し、「Microsoft 

Teams」のアップデートをしてください。 

※Teams専用デバイスにはまだこの機能はありませんの

で、ご注意ください。 

「Microsoft Teams」の 

ブレイクアウトルーム機能 


