
Business card Link，Utilize and Exchange 
究極の名刺管理サービス［アルテマブルー］

名刺管理サービスを超えた顧客情報ポータル
キヤノングループの技術力と、
イーシステムのCRMノウハウが融合

名刺データを経営戦略に活かす、
新しいビジネススタイルを創造

多くの企業において、名刺情報は個人の名刺フォルダーの中で
眠ったままです。名刺情報は企業資産の一つ。眠れる名刺情報
をデジタル化し全社で共有することにより、ビジネスチャンスが
広がります。顧客中心型組織への変革を加速させる切り札、それ
が究極の名刺管理サービス「アルテマブルー」です。「アルテマ
ブルー」は、キヤノングループの技術力とCRM分野のリーディング
カンパニーであるイーシステムのノウハウを融合させた、全く新し
いSaaS（Software as a Service）型サービスです。

名刺情報は人脈情報です。全社の人脈情報がひと目でわかるこ
とにより、いままで見えなかった人やビジネスのつながりが見えて
きます。商談の円滑化や顧客との関係強化に真価を発揮。強固
なセキュリティのもと、ネットワーク経由で一元管理された名刺
データを閲覧するため、個人情報保護対策も図れます。今後、
多彩なネットサービスやビジネスコンテンツとの連携も拡大へ。
親会社であるキヤノン電子においても大きな成果を達成し、各方
面で大反響を呼んでいます。

イーシステム株式会社

■お問い合わせはアルテマブルー専用窓口へ
Tel：03-6811-0013
Eメール：Ub_sales@e-system.co.jp

http://www.e-system.co.jp
〒108-0023  東京都港区芝浦3-16-20

Business Card名 刺

いつでもどこでも名刺データを活用

お一人様からすぐにご利用可能

人脈情報、営業活動を可視化

個人情報漏洩リスクを極小化

PCまたは携帯電話から
ネットワーク経由で名刺
データを検索・閲覧。現物
名刺の持ち歩きは不要に

利用分のみの従量課金
制。まずはお一人様から、ま
たはある部署からご利用を
開始し、徐々に全社展開へ

社内外の人脈情報を可視
化し経営に活用。営業活
動を量的･質的側面から
様々に分析

独自技術のBSP（Block 
Selection Processing/
イメージ領域分割処理）に
よって名刺画像を分割して
デジタル化。サービス利用
時にもPC･携帯電話に
データが残らない

ご利用方法

オペレーティングシステム

パーソナルコンピュータ

インターネットWEBブラウザ

名刺閲覧WEBサービス 名刺スキャンアプリケーション
WEBブラウザから指定のURLにアクセスし、ID／パスワードを入力し、
ログインして利用します。

アルテマブルーのサービスのご利用には、名刺閲覧WEBサービスに接続するためのPCと、名刺をスキャンするためのPCがそれぞれ必要となります。（1台で兼用することも可能）

Windows2000 Professional SP4以上／WindowsXP SP2以上／Windows Vista

Pentium4 3.2GHz以上
1GB以上を推奨

解像度1024x768（XGA）以上

1GB以上の空き容量があること
CD-ROMドライブ／Hi-Speed USB2.0
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ご契約時にスキャナに同梱されるCDにてインストールを行ってください。
インストール後はWindowsのメニューからアイコンをクリックして起動します。

Internet Explorer 6または7  ※Cookieの受け入れをONに設定してあること ー

■動作保証環境

No DATA！!

Secure!!

名刺データは
残りません
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最新の取引先データをSFA/CRMへインターフェイス
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1. スキャン＆送信

お客様

シームレスに連携

イーシステム
3. 最新の取引先データ

2.デジタル化

Eメール

人事異動

ビジネスサポートステーション

日経人事ウォッチャー

取引先マスタへのタイムリーな反映は、SFA/CRMの運用定着化の大きな鍵
ですが、多くの会社では自社の社員が名刺データをSFA/CRMに直接入力
しているのが現状です。しかし、「アルテマブルー」の場合、入手した名刺をス
キャンするだけで、原則翌日にはデジタル化が完了しているため、そのデータを
インターフェイスすれば、SFA/CRMの取引先マスタを常に最新の状態に保つ
ことができます。

イベント翌日の名刺情報活用で、迅速なEメールマーケティングを

セミナーや展示会などの「見込み客」から集めた名刺を「アルテマブルー」で
デジタル化して、さまざまなマーケティング活動に活用することができます。翌日
にはデジタル化された名刺情報を利用できますので、Eメールマーケティング
サービスとのシームレスな連携により、迅速かつ効果的なマーケティングアク
ションを実践することが可能です。

「日経人事ウォッチャー」との連携により、
大切なお客様の人事異動情報をすばやく入手

重要な取引先企業や人物の名刺を指定しておくだけで、「日経人ウォッチャー」
の人事情報データベースと連携して、人事異動情報を取得することが可能で
す。日経新聞が掲載する人事異動情報から毎日自動的に検索して、Eメールで
お知らせするサービスです。

高度かつ強固なセキュリティ対策

「アルテマブルー」は、ネットワーク経由でデータセンター上の名刺データを閲覧
しているため、ＰＣや携帯電話上に名刺データが残らず、紛失時の情報漏えい
リスクを極小化できます。また、安心してご利用頂くために、二重三重のさまざま
なセキュリティ対策をおこない、セキュアな管理を徹底しています。



名刺をスキャンするだけ。強固なセキュリティのもと、名刺データを多彩に活用。
［名刺のスキャン＆送信］

［デジタル化］

ユーザーの操作は簡単、３ステップ！
原則翌日には名刺情報のデジタル化が完了

Step１：スキャンする「名刺の所有者」を指定
Step２：スキャナに名刺をセットし「スキャン」ボタンをクリック
Step３：スキャンした名刺イメージを確認して「送信」ボタンをクリック

ビジネススタイルが変わる。いつでもどこでも名刺データを活用 名刺データを経営に活用。人脈情報、営業活動を可視化経営者（秘書）/営業マン（アシスタント）/管理部門等

OCR→BSP(イメージ領域分割処理)→データ登録

［名刺データの活用］

スキャナに接続されたPC上で3ステップの簡単な操作をするだけで、名刺のスキャンと
スキャンされた名刺画像のデータセンターへの送信が行えます。多忙な経営者や営業マンに
代わって秘書やアシスタントが名刺をスキャン＆送信することも可能です。

コンパクト＆高速な専用スキャナ
省スペース型のコンパクトなスキャナをお手持ちの
PCにUSB接続。1分間に50枚の名刺を両面カラー
で連続スキャン。

一般的に名刺データの登録作業はオペレータが
現物や名刺全体の画像を見ながら行います。
しかし「アルテマブルー」では、登録作業の過
程で個人情報が漏洩しないよう、独自技術の
BSP（Block Selection Processing/イメージ
領域分割処理）により、名刺画像をバラバラに
分割。オペレータが目にするのは名刺画像の一
部分のみです。

｢アルテマブルー」では2人のオペレータが同一項目の登録を行い、両者の登録結果を比較する
｢クロスチェック｣を採用しています。両者の結果が一致すれば合格、不一致の場合は3人目の
オペレータの登録結果と比較、さらに不一致の場合は4人目のオペレータが登場するという仕組
みであるため、100%近いデジタル化の精度を誇ります。

デジタル化された名刺情報をネットワーク経由で活用する際、特別なアプリケーションは不要です。
ブラウザさえあれば、マニュアル不要の直感的なユーザインターフェイスにより、簡単に名刺データ
を閲覧することができます。会社名や氏名の先頭文字はもとより、フリーテキストや面会日による
検索等、充実した検索機能により、目的の名刺データに素早くアクセスできます。また、使用頻度
の高い名刺用の「よく使う名刺」や、ユーザー自身で定義したグループに名刺データを分類するこ
とも可能です。さらに、ワンクリックで、Eメールの送信や電話(IP電話の場合)の発信、オフィスの
地図情報の表示や経路検索、会社の株価や企業情報、企業のHPの表示等が行えます。

名刺データは所有者の手元にある限り個人単位の情報ですが、全社で共有することにより経営
情報に変わります。例えば、新規訪問を行う際、「アルテマブルー」によって可視化される人脈情
報を利用し、事前に情報を入手しておくことで商談をより円滑に進めることが可能になります。
ただし、無秩序なデータの共有は組織に害をもたらすため、適切な閲覧ルールを設定することが重
要です。「アルテマブルー」では、「①組織間」、「②組織内」、「③個人」という3階層での閲覧ルー
ルの設定が行えるため、企業の様々な共有ニーズに柔軟に対応できます。

PCのWebブラウザで操作は簡単、
検索機能も充実 

携帯電話からもPCと同等の機能を
利用できます。携帯電話さえ持っていれば、
いつでもどこでも自分が登録してある
全ての名刺データの検索・閲覧が可能となり、
現物の名刺を持ち歩くことも携帯電話の住所録に
取引先データを登録することも不要です。
また、ネットワーク経由で名刺データを
参照しているため、携帯電話上に
名刺データが残らず、情報漏洩の観点からも
安全性の高い仕組みです。

独自技術「BSP」による万全の個人情報漏洩対策！
オペレータが目にするのは分割された一部の名刺画像のみ

「クロスチェック」による正確なデータ登録

携帯電話からも自在に活用、
お客様の名刺を持ち歩くことは不要に

社内外の人脈情報の可視化により
ビジネスチャンス拡大へ

いつ誰とコンタクトをとったのか、
営業活動の量的･質的分析が可能に
共有された名刺データを分析することにより、担当者別の保有名刺量、獲得の時系列的傾向、
あるいは商談相手の役職クラス等、営業活動の量的･質的な側面からの分析が可能になります。
また、それらの情報を人脈情報と組み合わせることにより、さらに踏み込んだ分析が可能です。

名刺単位の活動履歴を
営業支援ツールとして活用

「アルテマブルー」は、単なる名刺管理サービスではなく、
名刺単位での活動記録を利用できる営業支援ツールとしての機能を持っています。
名刺毎に日付、時間、件名、内容が記録された活動履歴ログを活用することで、
ビジネスの成功をバックアップします。

デジタル化完了
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URL 人脈情報の可視化

役職クラス分布 担当者別 名刺獲得数

３階層の閲覧ルール

テキスト 名刺画像 地図経路

※「クロスチェック」とは、別々のオペレータが入力した同一項目の値を比較することで、データの精度を上げる手法です。
　ひとりのオペレータが2度打ちする「べリファイ」と比較して、より正確なデータを得ることができます。
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企業情報デジタル化事業本部
執行役員

名刺　太郎
イーシステム株式会社

〒103-0027
東京都中央区日本橋１丁目３番１１号
浅野ビル6F
代表  （03）3516-9200
直通  （03）3516-9283
携帯  090-9999-9999

meishi@e-system.co.jp
http://www.e-system.co.jp

FAX  （03）3516-9210
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