
This photo was taken by an employee the day after the recent typhoon left the Philippines. 
She currently lives and works here, very far from our office in the city

この写真は、最近の台⾵がフィリピンを離れた翌⽇に従業員が撮影したものです。彼⼥は現在、市内の私たちのオフィスから⾮常に離れた
場所に住み、働いています。

嵐の翌⽇。本当に美しい⽇です。



When the COVID-19 pandemic hit us, we had to adapt in order to prioritize the safety of our team.
We closed our physical offices and used the Internet as our workplace.
We might not go back to our old set up going forward.

COVID-19のパンデミックが発⽣したとき、チームの安全を優先するために適応
する必要がありました。私たちは物理的なオフィスを閉鎖し、職場としてイン
ターネットを使⽤しました。今後、以前の設定に戻ることはできません

“I wish she’ll never go back to 
working in the city.”

「彼⼥が街で仕事に戻らないことを願っています。」



You can listen to your boss give instructions while you take care of your lovely pet.

あなたがあなたの素敵なペットの世話をしている間、あなたはあなたの上司が指⽰を
与えるのを聞くことができます。

We work-from-home
私たちは⾃宅で仕事をしています



In the city, you can develop hobbies such as potting and baking cakes to break the monotony while working from home.

市内では、家で仕事をしながら単調さを壊すために、鉢植えやケーキを焼くなどの趣味を開発することができます

Employees are currently allowed to work flexibly but can be called to work almost 24 hours a day, 7 days a week.

現在、従業員は柔軟な時間で働くことが許可されていますが、ほぼ24時間年中無休で働くように呼び出すことができます。



The traditional BIOMETRIC Time Keeping 
machine has been replaced by web-based 
software.

従来のBIOMETRIC Time Keepingマシンは、
Webベースのソフトウェアに置き換えられ
ました

タイムイン写真を撮る

写真を撮る

出席フォーム



Salaries are now based on employee 
performance rather than time-based 
monitoring.

給与は、時間ベースの監視ではなく、従業員のパフォー
マンスに基づくようになりました。

タスクを追加する

お客様

事業

タスクカテゴリ

タスクタイトル

保存して開始



Automate simple 
but repetitive tasks
単純な反復タスクを⾃動化する

新しい経費を追加する

領収書を添付

名前

ノート

経費カテゴリ

費⽤の⽇付

額

お客様

通貨

Digitize reports
レポートをデジタル化する



Things you might miss when you're 
not in the physical office

• Discussions during hallway/corridor bump-ins, 
coffee/cigarette breaks, lunch breaks

• Face to face huddles
• Light moments, bonding
• Group meals teambuilding

物理的なオフィスにいないときに⾒逃す
可能性のあるもの。

廊下での衝突、コーヒー/タバコの休憩、昼休み、対⾯の集まり、
軽い瞬間、絆、グループミールチームビルディング中の話し合い

Direct messaging software has 
replaced face-to-face 
conversations
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従業員をつなぎ、⼩さな勝利を祝い、彼らを結びつけるためのプライベートWebサイトを作成します

Create a private website to connect your employees, celebrate small wins and connect them.

⼩さな勝利を祝う最もクリエイティブなスナック

おめでとうございます、Melin Lonodは、この在宅勤務
のスナックの創意⼯夫賞を受賞しました。ネイティブ
チキンエッグサンドイッチを茹でたトマト。⾷材はあ
なたの農場から新鮮です。都会では味わえない贅沢



Beyond the website are tools that will allow our customers to 
engage us online, when they need to.
ウェブサイトに加えて、顧客が必要なときにオンラインで私たちと関わること
を可能にするツールがあります。

テクニカルサポートのためのオンラインチケットシステム

コールバックリクエス

あなたの成功を
可能にする

適切なデジタル
ソリュー

ション

あなたの戦略を
私たちの最⾼の

ウェブベースの
テクノロジーと

⼀致させる



The following companies have successfully overcome the economic 
risks of the COVID-19 pandemic using digital technology:

以下の企業は、デジタル技術を使⽤して、COVID-19パンデミックによる経済的
リスクを克服することに成功しました。



By pivoting to online selling, they were able to quickly recover
revenues in a month's time despite their absence in major 
shopping malls.

オンライン販売に軸⾜を移すことで、主要なショッピン
グモールに不在であったにもかかわらず、1か⽉で迅速
に収益を回復することができました。

芳香剤機



Investment in CRM tools allowed them to manage 
their clients' expectations and saved time in 
addressing client needs amidst restrictions caused 
by the pandemic

CRMツールへの投資により、パンデミックに
よる制限の中で、クライアントの期待を管理
し、クライアントのニーズに対応する時間を
節約できました。

*CRM 顧客関係管理ソフトウェア



A metal works company automated their job order 
management process to be able to comply with 
social distancing and safety protocol.

⾦属加⼯会社は、社会的距離と安全プロトコ
ルに準拠できるように、ジョブオーダー管理
プロセスを⾃動化しました。



デジタル化やデジタルトランスフォーメーションに投資することで、ビジネス
を節約できるだけでなく、新しい機会を開くことができます。

1

2

3 Digital solutions can save lives and save costs in running a business.
デジタルソリューションは、ビジネスを運営する上で⼈命とコストを節約できます。

Investing in digitization or digital transformation will not only save your business but 
also open new opportunities for you.

COVID-19 has changed and will continue to change the way we do business.
COVID-19は変化しており、今後もビジネスのやり⽅を変えていきます。

スピーカーに連絡する


