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企業専用MSA(Micro Service Architecture)専門企業及びContainer Cloudソリューション、

ビッグデータ視覚化技術専門企業

メディアソリューションと産業用ソリューションまで産業全般のクラウドソリューション

サービスを提供

Kee-Baek,Kim

ベンチャー企業確認書

2017.08.30
直接生産証明書

2017-0071-00199
SW事業者申告書

B18-149890
中小企業確認書
113-86-94225

品質経営システム
(ISO-9001) 認証書

Q152918
環境経営システム

(ISO-14001) 認証書

14-0288

企業付設研究所
2016111134호

1.会社紹介



2.クラウド専門家集団



3. 様々な Container Cloud Enterprise Service パートナー社
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02.ソリューションの特長

1. 目標イメージ

2. 特長点

3. 期待効果



2.1 目標イメージ

BizMicro Portalは「コミュニケーション」、「コラボレーション」基盤とする
「知能型情報キュレーション」サービスを目指します

一元化された多国間協業

プラットフォームBIZMICRO

自分の仕事から最終報告書までOne-Stop協業プラットフォーム

EVERGREEN PLATFORM 及び,MICRO SERVICE のような
ENTERPRISE SOLUTION

自分の会社に最適化されたコミュニケーションツールをAWSのようにご覧ください



2.2ソリューションの特長

BizMicroは「統合·利便·拡張」の焦点をあてた
Modern Applicationを目指します

知能型情報キュレーションサービス

- 単位業務システム、プロセス、情報統合基盤の個別業務カスタマイズ情報サービス

- 統合お通知せセンター

- App Store環境支援(単位システム統合環境提供)

ユーザ中心のインターフェース

- 高品質なコンテンツ作成をサポートするRich Editor提供

- ユーザー中心の便利なワークスペースの提供(協業環境)

- 個人化されたポータル構成機能

情報とシステム

の統合
(post-portal)

ユーザー

活用及び便宜

(Usability)

管理·拡張

容疑

(Scalability)

変化·拡張に容易で優れた管理機能

サイト管理(ポータル単位システム別のApp管理、ドメイン管理など)

- 組織図、仮想グループ管理

- Widget、App開発ガイド提供

- 業務使用追跡ログ管理



2.4 期待効果

「単なるチャンネル統合」の役割に重点を置
く。

▪ ▪単なる業務チャンネルの統合的役割に重点を置く

▪ 個人力量別業務遂行時,必要なシステムの活用性が異なる

(上級者または本人の経験とスキルを活かしたシステムを活用）

▪ 構築当時に計画された一般的な情報伝達に偏向

(ポータルメイン画面の変化なし)

▪ お知らせ、メール、グループウェアなど一般的なコンテンツ配置

（受動的な情報共有環境）
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Consumer
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B업무

C업무

KM/EDM

基幹系システム

pot
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ユーザー中心の「情報キュレーター」役割

TO-BE

Information
Provider

A업무

B업무

C업무

KM/EDM

基幹系システム

Related Systems

G/W

Information
Consumer

!

システムアク
セス

チャンネル一
本化

ユーザー
カスタマイ

ズ情報

delivery
業務処理
プロセス

グループ、知策
業務等

(フィルター)

（キュレーター役）

A 業務

B 業務

C 業務

A 業務

B 業務

C 業務

BizMicro_Portalは現実業務と同じ
新しくて便利な仮想業務環境を経験させます

▪ オーダーメイド型情報と業務処理方法に対するキュレーションサービス

提供

▪ 個別業務ポータル構成サービス提供(共通業務+個人業務、性向に合わ

せて再構成)

▪ 高品質なコンテンツを生産から共有/活用できる環境を提供

▪ ユーザー中心の働き方の効率化



03. ソリューションの主な機能

3.1 PORTAL

3.2 App Store

3.3 業務カード

3.4 業務ビルダー

3.5 Rich Editor

3.6 Workflow

3.7リアルタイム通知

3.8 管理者



3.1 BizMicro Portal

STEP 1

メニュー構成

STEP 2

メニュー別App構成

STEP 3

ポータルサービス構成

STEP 4

個人化ポータル

STEP 5

詳細業務追加

AppStore ポータル構成管理

全社個人ポータル構成

共
通
メ
ニ
ュ
ー

個
人
業
務

共通業務メニュー

BizMicroポータルは
ユーザー業務に最適化されたポータルサービスをサポートします

공통업무

업무지원

HOME

업무정보

소통공간

가계여신취급업무

여신삼당및취급

여신-개인심사시스템

양·서식시스템 (대출신청서)

대출신청

안내장시스템

E-mail 발송시스템

규정/지침시스템(업무지침)

개인신용평가시스템(CSS)

약관/상품설명서시스템

통합단말시스템

共
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メ
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ュ
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個
人
業
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共通業務

業務支援

業務情報

コミュニケーションスペース

家計与信取扱業務

統合端末システム

与信相談取扱

書式システム貸出申請書

与信個人審査システム

案内状システム

E-mail発送システム

規定/指針システム(業務指針)

貸し出し申込

個人格付けシステム(CSS)

約款/商品説明書システム

共通業務

業務作成

電子決済

規定指針

業務マニュアル

本部マニュアル

様▪書式

案内書

約款商品説明書

業務情報

業務支援

マーケティング資料

商品情報

金利手数料

市場動向

プロモーション



3.1 BizMicro Portal

BizMicroポータルは
ユーザー業務に最適化されたポータルサービスをサポートします

.

■ 機能特徴

• 様々なウィジェットを通じてカスタマイズ型ポータルを構成できる

• ウィジェットの位置設定機能を通じて変化管理が容易で、誰でも簡単
に運営できるポータル環境をサポートする

■ 主要機能

• ユーザー、部署、職位、グループなど様々なセキュリティ

ルールによって細分化されたアクセス権限を制御できる

「セキュリティレベル&アカウント(ユーザー、組織)」の条件構成で

メニュー及び文書に対する体系的なアクセス制御

ポータル

メニュー

コンテンツ

カード

ユーザー

部署

グループ

職位

混合適用
(OR)

便利なUI/UX適用のためのポータルウィザード 細分化されたアクセスシステム管理支援



3.1 BizMicro Portal

BizMicroポータルは
個人化ポータル及びダッシュボードポータルサービスを支援します

.

■ 機能特徴

• 個人の業務特定に合わせた様々なカスタマイズ情報、ダッシュボー
ドなどを個人が直接構成·管理できる個人化環境をサポートします

■ 主要機能

• ダッシュボードNOTICEのような形態、Full Screen形態のポータルを提供する

(社内お知らせ、モニタリング、献立などをモニター、TV媒体を通じて 提供可能)

個人化ポータル ダッシュボード/Notice



3.2 BizMicro Portal > App Store

BizMicro Storeは
業務に必要なApp管理環境をサポートします

1

App 開発/登録 権限設定 配布確定

2

① App Storeサービス環境

様々な業務支援のためのアプリストア支援

② App 登録環境支援

-新規改正されたApp配布及びサービス登録環境提供



3.2 BizMicro Portal > App Store

BizMicro Storeは、お客様のニーズに合ったアプリを
持続的にサービスできる管理環境をサポートします

.

■ 機能特徴

• お客様が必要に応じる様々なAppを開発し、ポータルに適用、生成、
改善(アップグレード)など、該当アプリケーションのライフサイクル
を管理できる環境をサポートする

■ 主要機能

• サービス中止、改善パッチなど適用中のアプリケーションの
ライフサイクルを管理できる機能を提供

アプリ登録·管理機能提供 アプリサービス管理

リストに あっぷ 削除



3.3 BizMicro Portal >業務カード管理

BizMicro業務カード管理機能は、
業務に必要なカスタマイズ情報／システム／プロセスを管理します

12

3

② システム統合環境管理

-メニュー管理機能
-外・内部システムapp管理環境
-セキュリティ管理(カード管理、照会、委任機能)

③ 業務プロセス管理

-業務プロセス別App、関連システム管理
(詳細業務別メニュー管理機能)

① カスタマイズ情報管理

- ウィジェット管理機能
（位置変更、ウィジェット別UI、設定機能提供）



3.3 BizMicro Portal >業務カード管理

BizMicro業務カード管理機能は、
業務に必要なカスタマイズ情報システムプロセスを管理します

■ 機能特徴

• 特定の業務を遂行するため、様々なAppを構成して一つのカードで
提供し、単一チャンネルを通じて業務を遂行できる業務カード機能を
提供する(業務処理手続きに合わせたAppを提供できる)

■ 主要機能

• 業務カードは企業内活用部署/TF/ユーザー単位で担当者を指定する

ことができ、担当者は業務カードのライフサイクル及び変化管理環境

をサポートする

業務カード管理 業務カード権限設定機能

検索

起案

未決ボックス

ファイル申請箱

業務グループ名入力

決裁

配布

有効性点検

業務グループ名入力

オペレーティング管理

既決箱

業務グループ名入力

決裁

決裁

未決箱



3.4 BizMicro Portal > 業務ビルダー

BizMicro業務ビルダー機能は、開発者がいなくても
ユーザがAppを導入可能です

■ 機能特徴

• 業務ビルダーは様々な形態の業務情報を登録、修正、削除できる機能
を提供し、オプションによって開発者がいなくても様々なAppを実現
できるウィザード機能を提供する

■ 主要機能

• 実際に実現する業務データの設計及びUI設計を開発者の知識が

なくてもユーザーがモデリングが可能、入力、修正、リスト、

検索などを直接実現できるデザイナーを提供する

業務ビルダーウィザード機能提供 直観的な業務デザイナーの提供



3.4 BizMicro Portal >業務ビルダー

BizMicro業務ビルダー機能は、開発者がいなくても
ユーザがAppを導入することが出来ます

■ 機能特徴

• 画面に配置する様々な形態のコンポーネント(input、checkbox、
editor、calendarなど)管理して追加開発できるコンポーネント
管理機能を提供する

■ 主要機能

• 登録、修正、削除など業務ビルダーで実現された業務Appの登録後、

削除後照会などイベントに応じた様々な処理に必要なAPI登録、

修正、削除が可能な機能を提供する

ビルダAPI機能ビルダーコンポーネント管理



3.5 BizMicro Portal < Rich Editor

BizMicro Rich Editorは
高品質なコンテンツ作成/編集環境をサポートします

1 2

情報提供 業務支援

各種タイプの文書テンプレート対応

①様々な著作ツールをサポート

- 業務タイプ別テンプレートサポート

- 段落タイプ別テンプレート対応

- 様々な著作ツール支援

(顧客企の業務最適化可能)

②便利な編集環境

- 発行文書と同じ編集環境

- 多様な形態の文書リポジトリ

- リサイクル支援のためのドキュメントテンプレート

- 使用便宜機能に対応(ツール移動drag&drop)

- 外部システム連携(To-Do、日程など)

③高品質コンテンツ発行

-様々な形態のコンテンツ発行

（情報誌、定型誌等）

-発行対象定義



3.6 BizMicro Portal > Workflow

BizMicro Workflow 機能を通じて、
業務プロセスを具現することができます

■ 機能特徴

• アクター別インタフェースを提供し、承認、ホールド、差し戻し、
委任、その他、終了インタフェースを通じてプロセス進行に応じた
様々な形態のプロセスを柔軟に対応できる開発環境を支援する

■ 主要機能

• プロセス設計を直観的かつ簡単にデザインできるプロセス

• デザイナーを提供する

• 承認、差し戻し、終了、ホールドなど様々な形態のプロセスを設定で
実現可能

ノード別インタフェース
• 承認処理
• ホールド処理
• 差し戻し処理
• 委任処理
• その他
• 終了

プロセスアクター管理機能 様々な多彩なオプション機能



3.7 BizMicro Portal > リアルタイム通知

BizMicroリアルタイム通知機能により、
業務の非効率性を取り除きます

■ 機能特徴

•緊急情報発生時の情報を職員に伝達(様々なチャンネル活用)

•システム間の通知情報連携のためのAPI提供

•通知クリックの時、単位業務とSSOによる内容を見るポップアップ

• SMS

• メール

• メッセンジャー

Event Processo
r

ユーザー通知チャンネル

電子決裁

MD

• Portal

協業課題

参加要請

業務要請／
処理結果

決裁要請／
承認情報

単位業務

協業

Q&A テーマ/領域別
業務質問

イ ベ ン ト
分 析 及 び
情報組合

配布対象
状 態 ／
位置把握

チャンネル
の決定と
配布

受信媒体選択

決裁申請

起案者 決裁者

メール／メッセンジャー／モバイル通知 カスタマイズ情報 Push

< 通知時間、通知対象イベント、通知メッセージなどの設定 >

日程 Q&A 統合コンテンツ管理

Event Driven 方式の通知サービス連携 自動通知を通じて業務非効率性除去



3.8 BizMicro 管理機能

BizMicroの強力な管理者機能を通じて、
簡単なポータル管理環境を提供します

サイト管理

Function 01 Function 02 Function 03

ポータル内の単位システム管理

App カテゴリ管理

単位システム別App管理

分類体系管理

多言語/コード管理

組織管理(アカウント管理)

Function 04

組織図構成に基づく全体組織
／アカウント及び権限管理

仮想グループ管理

Function 05

目的による仮想グループ

生成·管理

お知らせセンター管理

Function 06

重要メッセージおよび通知送信

ログ管理



3.8 BizMicro 管理機能

BizMicroの強力な管理者機能を通じて、
簡単なポータル管理環境を提供します

プロセス管理

Function 07 Function 08

プロセスマネージャを利用した
決済及び業務プロセス管理

ファイル管理

ファイル保管ボックスで
アップロード·検索·タギング
機能でファイル管理

その他の管理機能

Function 10

ウェブ管理、業務カード管理、業務ビル
ダーなど

App Store管理

Function 09

様々な業務支援のための
アプリストア管理



最後まで御覧くださり、
ありがとうございます。


