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[支払明細作成システム]

課題に対して最も的確なツールをご提案いた

だき、作業時間が大幅に短縮されました。

グローバルペイメント株式会社（東京都|港区）

セルネッツのどのような点を評価しますか？

◆システム名： 支払明細作成システム

◆主機能： 基幹システム出力CSVデータから、①支払明細書 ②一括Mail送信 ③全銀データ出力

◆特徴： 複数店舗の支払い明細書を加盟店ごとに集計する「一括グルーピング機能」を実装。また、
Excelシステムからそのまま支払い明細書をPDFに変換し、メール送信できる機能も取り付け
た。支払いに便利な全銀フォーマットも利用できる。

◆目的： 業務のスピードアップ、ルーチンワークの業務効率化のため

◆構築期間： 約4ヵ月

◆開発費用： 約60万円

① 窓口とシステム開発者が一貫している点

営業、企画、開発と何人もの担当者がいると話の行き違いが起きやすく、やりとりが複雑になりがちです。

ですが、セルネッツの場合は竹本さんが窓口であり、そして開発者でもありますので一貫して対応してくださる部分がよ

かったと思います。また、こちらの希望するスピード感で進めることができました。

② システム開発未経験者も、スムーズに進行することができた

私、普段は精算業務に従事していますので、システム開発については素人なんです。全然畑が違うので、どうやってお

願いしたらいいのかもわからない状況で、依頼の仕方も手探りでした。そのため資料を見ていただきながら「こんな感じ

で」とおおざっぱにお願いしたにも関わらず、こちらの要望を汲み取って頂いたのでとても助かりました。

https://www.cellnets.co.jp/
https://www.cellnets.co.jp/koe/globalpayment/
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① 問題点を理解する力がある

[売上計画データ集計ツール]

問題点を理解する力があるシステム開発会

社。対応が早くコストパフォーマンもずば抜けて

高いです。

株式会社クラレ（東京都|千代田区）

セルネッツのどのような点を評価しますか？

◆システム名： 売上計画データ集計ツール

◆内容： 売上データの集計と、これからの事業予測を行うためのレポート作成を行う

◆特徴： 世界各国の拠点から寄せられる集計データは膨大な件数に上るが、その膨大なデータを自動
的 に集計してグラフ化する機能を開発。表記統一機能や、複数の為替レート換算機能も
実装した。

◆目的： 業務のスピードアップ、ルーチンワークの業務効率化のため

◆構築期間： 約6ヵ月

◆開発費用： 「2段階フェーズ開発」約70万円

もしかしたら、他社の見積もりが高かった理由として、私が問題点をうまく伝えられなかったことも理由にある

のかもしれません。ですが、セルネッツの竹本さんは私の要求をすべて理解した上で優先順位をつけ、シンプ

ルなシステム を作る提案をしてくださいました。まずは一番課題に感じている部分を解決してから徐々にバー

ジョン アップしていく工程は、竹本さんからのご提案です。課題をしっかり理解して、必要な機能を正確に判

断していただけたのは竹本さんだったからだと感じています。

https://www.cellnets.co.jp/
https://www.cellnets.co.jp/koe/kuraray/
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① 会計ソフト案件の実績が豊富

[出張STデータ変換CSV出力ツール]

短い納期のなかでセルネッツだけが、迅速かつ

的確に対応。

豊富な開発実績とWeb会議が成功の秘訣

です。

ジャパンベストレスキューシステム株式会社
（愛知県|名古屋市）

セルネッツのどのような点を評価しますか？

◆システム名： 出張STデータ変換CSV出力ツール

◆内容： 経費精算ソフトからデータを抽出し、会計ソフト用のCSV形式に書き換える

◆特徴： 経費精算ソフトから抽出するデータは膨大なデータ量があるが、会計ソフトで必要とするのは
わずか30列程度。会計ソフトに適したCSVデータにワンクリックで書き換える。書き換えるデー
タの並び順には可変設定をつけて、仕様変更にも柔軟に対応する。

◆目的： 会計ソフト用CSVデータの書き換え

◆構築期間： 約3週間

◆開発費用： 約25万円

上司からは、「システムの開発担当者が、簿記会計を理解、認識しているかどうかで、システムの仕上が

りに差が出る」というアドバイスを受けての発注でした。セルネッツの竹本さんは、簿記や会計のこともよくご存

じでしたし、こういった会計ソフトと連携を図るExcelシステムの開発は経験豊富。その点においても安心して

お任せできました。なかには、会計に関わる単語が分からない開発者もいると思います。

その点、セルネッツは私たちの仕事を把握してくれていました。ここが成功要因のひとつです。

https://www.cellnets.co.jp/
https://www.cellnets.co.jp/koe/jbr/
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[広告出稿データ実績集計ツール]

窓口と開発者が同じ一貫体制なので、こちら

の意図が確実に伝わり、手戻りなく希望通り

のスピード感で、システムの開発ができました。

コミュニケーション・コンパス（東京都 | 新宿区）

セルネッツのどのような点を評価しますか？

◆システム名： 広告出稿データ実績集計ツール

◆内容： インターネット広告の出稿状況を集計し、広告主へフィードバックするためのレポートを作成す
るExcelシステムを開発した。

◆特徴： インターネット広告の解析データからエクスポートした情報を、Excelシステム「広告出稿データ
実績集計ツール」を使って、自動的にデータを集計しレポートを生成する。案件によってレポー
ト集計期間が異なるため、スケジュールの絞り込み機能も開発した。

◆目的： 業務のスピードアップ、ルーチンワークの業務効率化のため

◆構築期間： 約1ヵ月

◆開発費用： 約27万円

セルネッツを評価するポイントは、打ち合わせ窓口とシステム開発者が同じ一貫体制であるため、意図が確

実に伝わり、希望通りのスピード感で、手戻りなく、品質の高いものを仕上げてくださった点です。

セルネッツの竹本さんに実際にお会いして話をしたところ、話が的確だったのですぐに依頼することを決めまし

た。 竹本さんはこちらからの相談もしやすい環境を作ってくださって、お願いしやすかったです。

相談してからのお返事も早くてストレスがありませんでした。

https://www.cellnets.co.jp/
https://www.cellnets.co.jp/koe/communication-compass/
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[事業損失電子納品システム]

どこに頼めばいいのか分からない―。

改修できないExcelシステムを すぐに直してく

れるのが、Excel専門のセルネッツです

株式会社博信技建（千葉県 | 船橋市）

セルネッツの第一印象について教えてください。

◆システム名： 事業損失電子納品システム

◆内容： 以前よりExcelマクロを使った「事業損失電子納品システム」を利用していたが、Windows 
8.1にアップデートした途端エラーが頻発するようになってしまった。そのエラーを解消し、
Windows XP、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10でも問題なく操作できるよ
うにExcelシステムを改修した。

◆特徴： 「事業損失電子納品システム」で作成した「工事調査報告書」はExcelファイルで納品する。
送付先の環境でも問題なく閲覧できるよう、作成するExcelファイルに互換性を持たせている。

◆目的： Windows 8.1以降のパソコンで作成すると確認できるExcelシステムのエラー解消

◆構築期間： 3週間

◆開発費用： 約20万円

セルネッツは電話一本ですぐに来てくれました。

しかも、これまでのシステム業者は、何度問い合わせても気の利いた答えが返ってこなかったのですが、たった

1時間程度で原因を推測し、的確に問題点を洗い出してくださったので、率直なところ、私たちはすぐに惚れ

込みました。

今まではExcelシステムに明るい人間がいなかったために、何かあったらどこに相談していいのか分からない状

態でした。今後、何かあればセルネッツに連絡することで解決できると分かり、安心して業務に集中できます。

https://www.cellnets.co.jp/
https://www.cellnets.co.jp/koe/hakushingiken/
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[訪問看護管理システム]

メールと電話で60回以上のやりとり！セルネッ

ツの決め細やかな対応で、満足のゆくシステム

を納入いただきました。

きづきリハビリ看護ステーション（東京都 | 足立区）

どうしてシステム開発をセルネッツに依頼したのでしょうか？

◆システム名： 訪問看護管理システム

◆内容： 訪問看護ステーションが医療機関に送付する、「指示書依頼書」をはじめ「計画書」や「報告
書」などの、送付書類の内容管理とスケジュール、送付方法を一括管理する。

◆特徴： 医療機関へ送付する書類とスケジュールは利用者によって異なるため、指定した期間における
利用者ごとの必要書類が分かる絞り込み機能を開発。スケジュールのアラート機能も実装し
た。また資料送付の際に必要な宛名ラベルの印刷も、セルネッツが構築したExcelシステム内
で操作を行うことができる

◆目的： 事務作業のスピードアップ、正確性アップなどの業務効率化のため

◆構築期間： 1ヵ月半

◆開発費用： 約40万円

実は、セルネッツに依頼する際に、いわゆるSEが担当する「システム開発会社」にお願いしたこともありました。

しかし、こちらの予測しているレスポンスよりスピードが遅く、見積もりも100万、200万…。しかし、この業務

にそこまで予算をかけられるものでもないんです。また、こちらのニーズと話がかみ合わないこともあり、お願い

するのは断念しました。そこで、さらにインターネットで探すことにしました。

Excelで簡便な仕組み作りを行っている業者がいないかとひらめいて、検索したんです。そこでヒットしたのが、

セルネッツでした。ホームページを拝見したときに、弊社が求めている機能とコストのバランスが適合していたの

で、お願いすることにしました。

https://www.cellnets.co.jp/
https://www.cellnets.co.jp/koe/kiduki/


(7/8) 売上管理システム

HTTPS://WWW.CELLNETS.CO.JP 8

[売上管理システム]

私たちの要望に“できる”と応えてくれたのはセ

ルネッツだけ。何度も対面して打ち合わせがで

きたおかげで快適なシステム環境が実現。

日信電子サービス株式会社（埼玉県 | さいたま市）

セルネッツに依頼した経緯を教えてください。

◆システム名： 売上管理システム

◆内容： 全国主要15 拠点の売上の「予実管理」をするためのシステム。①見込売上、②各案件の
受注確度、③原価管理などが同じExcel システム内で一気通貫してできる

◆システム概要： 弊社がセルネッツに依頼したExcelシステムは、「売上管理システム」です。全国にある主要
15拠点の「予実管理」をするために導入いたしました。「今期の見込売上」や「お客様ごとの
見込売上」、そして「各案件の受注確度などを管理するものになります。

◆目的： 業務の正確性アップ、スピードアップなど業務効率化のため

◆構築期間： 約4ヵ月

◆開発費用： 約70万円

システム開発会社は、インターネット経由で探し、順にお声がけを行いながら概要を伝えさせていただきまし

た。私たちの要望は、既存のExcel システムを使いやすくすることでしたので、現在使っているファイルを送付

して、使いやすいシステムにできるかどうか、まずは打診したんです。でも、「これはちょっと無理です…」というお

返事ばかりで（笑）。

それで、3～4 件に声をかけて、「やってみましょう！」と言ってくれたのがセルネッツだけだったのです。

https://www.cellnets.co.jp/
https://www.cellnets.co.jp/koe/nes/
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[労務管理システム]

パッケージは合うのがないし100万以上のシ

ステムを頼む気もない。セルネッツのようや開

発会社は、うちにはドンぴしゃでした。

一成電装株式会社（東京都 | 新宿区）

セルネッツを利用してみて、よいところはどこでしたか。

竹本さんの、フットワークが軽く対応が迅速なところがとてもよかったです。

不具合があると夕方に投げて翌朝にはもうできている、というふうにすぐに直してくれます。Excelはメールのや

りとりで済むので気楽ですし、自宅でもチェックができるので便利です。

それと、私たちのようなITの素人でもわかりやすく説明してくれたこともよかったです。実際にどこまで何が出来

るか、なぜできるのかできないのかを説明してくれるので、相談がしやすかったです

「労務管理システム」によってどう業務が効率化しましたか。

1.お客様に見せる明確な資料が出るようになった。

2.外注スタッフの計算が楽になった。

3.ファイルサーバーに置いて、皆で共有できるようになった。

4.月をまたいだ期間でも自由に抽出できるようになった。

社員、外注スタッフを含めて人数、人件費の明確な数字が一覧できるようになったので、単価を決めるときの交

渉材料ができました。

これまでのように一人一人計算することなく、5名なら5名まとめての支払い額が簡単に出るようになりました。

共有することで、社員みんなで実務状況などをチェックできるようになりました。

月ごとではなく、各仕事ごと、最初から最後までの状況や進捗がつかめるようになりました。

https://www.cellnets.co.jp/
https://www.cellnets.co.jp/koe/isseidenso/
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官公庁・地方自治体 医療研究、病院・
医科歯科・介護

学校・教育機関
・学習塾

メーカー

https://www.cellnets.co.jp/
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他社におけるツール セルネッツのツール

 お客様でも修正ができるよう、簡単
な作りにしています。

 Excelのプロとして、Excelの機能を
フルに使用したうえで、必要な機能を
プログラムで制御しています。

 開発したプログラムは改ざんを防ぐた
めにパスワードをかけ、顧客に修正で
きないようにしている場合があります。

 Excelの基本機能をプログラムで制
御していることがあります。

 上記より、ちょっとした変更にもお金
がかかります。

瑕疵担保サポート

無条件

一年間

https://www.cellnets.co.jp/
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会社名：株式会社セルネッツ（CellNets Co., LTD）

代表者：竹本 一道

設立：2007年9月

資本金：3,000,000円

東京本社：杉並区高井戸東3-7-2ピケビル3F
※他 名古屋営業所、大阪営業所

受託開発

 Excel業務アプリケーション受託
開発

 Excel＋Accessデータベース
連携

 Excelテンプレート開発・販売

セミナー運営 コンサルティング

 Excelマクロ（VBA）セミナー
企画・運営

 業務改善ITコンサルティング

 業務システム導入アドバイザー

https://www.cellnets.co.jp/
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株式会社セルネッツは、企業の労働生産性向上を支援する「Excel＆Accecss専

門ITプロフェッショナル集団」です。

Excel専門分野におけるプロ集団であり「Excel業務効率化」というシーンでは、どんな

開発言語よりも低料金で問題解決を図るサービスを提供しております。

～ お客様との５つのお約束 ～

【１】 業務効率化に貢献いたします

【２】 しつこい営業は一切致しません

【３】 トラブル発生時は、最優先でサポート

【４】 コスト増を招く提案はいたしません

【５】 いつでも迅速スピード対応！

 会社概要

株式会社セルネッツについて

https://www.cellnets.co.jp/

