2012 年 10 月 31 日
各位
株式会社電通国際情報サービス
沖電気工業株式会社

ISID と OKI、製品含有化学物質情報システムをクラウドで提供
～海外進出製造業向けクラウド「PLEXUS」のメニュー拡充、
本日よりサービスイン～
株式会社電通国際情報サービス(本社：東京都港区、代表取締役社長：釜井 節生、以下 ISID)と沖電気工業株
式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：川崎 秀一、以下 OKI）は、ISID の製造業向けクラウド PLM※1 サー
ビス「PLEXUS（プレクサス）」の新たなラインアップとして、OKI の製品含有化学物質情報システム「COINServ®COSMOS-R/R（コインサーブコスモスアールツー）」の機能の一部を搭載した「PLEXUS CM」の提供を開始します。
両社は昨年 5 月に業務提携を行い、サービスインに向けて開発・検証作業を共同で進めてまいりましたが、このた
び準備が整いましたので、本日より提供を開始します。
■背景■
欧州連合（EU）の RoHS 指令※2 や REACH※3 規則をはじめとする、各国における環境対策の強化や関連法令の
施行により、電気・電子・機械などの製造業では、部品調達や組み立てなどのサプライチェーン全体にわたって化
学物質情報を管理し、納入先企業へ報告する必要があります。部品の原材料はもとより塗装や接続材料など、管
理すべき化学物質情報は多岐にわたり、さらに規制強化により対象品目は年々増加しています。これらの情報を
的確に管理し、確実に納入先への報告を行うには、製品設計段階から適切な施策を講じる必要があり、特に国内
外に設計・生産拠点を持つ海外進出製造業にとって大きな負担となっています。
■PLEXUS CM の概要■
今回提供を開始する「PLEXUS CM」は、化学物質に関する情報伝達業務を効率化するためのサービスです。
OKI が開発・販売している製品含有化学物質情報システム「COIN Serv-COSMOS- R/R」を ISID がクラウド向けに
拡張し、SaaS 型で提供します。本サービス単体の利用だけでなく、「PLEXUS PDM（設計情報管理）」など他の
「PLEXUS」のメニューと組み合わせることが可能で、設計情報と連携した化学物質情報システムを、初期投資を抑
制しながら短期間で構築することができます。
「PLEXUS CM」の主な機能・特長は以下のとおりです。
①化学物質情報管理機能
②ドキュメント管理機能
③構成情報登録機能
④化学物質含有量集計機能
⑤報告レポート作成機能
⑥各種検索・参照機能
⑦マルチ言語対応（日本語、英語、中国語）
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■提供価格（税別）■
PLEXUS CM ベース費用：月額 8 万円／契約
PLEXUS CM 同時アクセスライセンス費用：月額 2 万円／ユーザー
初期費用：30 万円～
ISID は「PLEXUS」を、今後 3 年間で 150 社に販売していく計画です。また、「PLEXUS」のさらなる強化を図り、国
内外の製造業のグローバル展開を強力に支援してまいります。OKI は今後も、製品含有化学物質情報システム
「COINServ- COSMOS-R/R」の機能強化を図り、企業の環境活動を支援してまいります。
【用語解説】
※1 PLM：Product Lifecycle Management の略。製品ライフサイクル管理。製品開発の企画段階から設計、生産、出荷後の保守サポ
ートなどすべての過程において、製品を包括的に管理する手法。
※2 RoHS 指令：EU にて 2006 年 6 月に施行。電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての EU による指令。RoHS
は、「Restriction of Hazardous Substances（危険物質に関する制限）」の略称。これに関連して 2006 年 12 月 13 日、新たに EU
にて 2 万種以上の化学物質の安全性の評価を義務付ける新化学品規制（通称 REACH 規則）が可決され、2007 年 6 月 1 日か
ら施行されている。
※3 REACH 規則： EU にて 2007 年 6 月に施行。EU 域内にて化学品（Chemicals）を製造、輸入する場合に、その製造者、輸入者に
登録（Registration）、評価（Evaluation）を義務付け、高懸念物質については、関係当局が許可（Authorization）、さらにリスクの高
い物質には、禁止などの制限（Restriction）を設ける規則。REACH は「the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction
of Chemicals」の略称。

【製品・サービスに関するお問い合わせ先】
株式会社電通国際情報サービス エンジニアリングソリューション事業部 PLEXUS 担当 神保、青柳
TEL：03-6713-8056

E-Mail： g-PLEXUS-Sales@group.isid.co.jp

沖電気工業株式会社 統合営業本部 法人営業本部 営業第二部 営業第四チーム 大住、藤島
TEL：03-5445-6446 お問い合わせフォーム URL：https://www.oki.com/cgi-bin/inquiryForm.cgi?p=025j
【本リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社電通国際情報サービス 経営企画室 広報担当 李、清水
TEL：03-6713-6100

E-Mail： g-pr@isid.co.jp

沖電気工業株式会社 広報部 葛
TEL：03-3501-3835

E-mail： press@oki.com
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＜ご参考資料＞

関連プレスリリース
・OKI と ISID、海外進出製造業向けクラウドで業務提携 （2011 年 5 月 10 日）
http://www.isid.co.jp/news/2011/0510.html
PLEXUS について https://portal.plexusplm.com/
PLEXUS は、ISID が 2011 年 4 月に提供を開始した製造業向けクラウド PLM サービスです。グローバルに設計・製造拠点を展開する
製造業を対象に、製品開発・設計に関わる業務プロセスをトータルに支援します。製品設計情報管理サービス PLEXUS PDM、デジタ
ル著作権管理サービス PLEXUS DRM、大容量データ共有サービス PLEXUS SHARE などのメニューを提供しています。クラウド活用
による初期投資コストの抑制だけでなく、業務量に応じた月ごとの利用契約数の最適化により運用コストも低減でき、グローバルな事
業展開に伴う IT 投資負担を軽減することが可能です。
COINServ-COSMOS-R/R について http://www.oki.com/jp/esc/service/cosmos/
OKI が開発した製品含有化学物質情報システム「COINServ-COSMOS-R/R」は、化学物質に配慮したグリーン調達の実践から取引
先への回答までを IT で支援し、作業を大幅に効率化するシステムです。電子部品、機械部品、塗装や接続材料などのあらゆる商品、
製品中の含有化学物質を迅速に集計・管理でき、RoHS 指令、REACH 規則に対応した完成度の高い環境配慮型設計をサポートしま
す。グリーン調達調査共通化協議会（JGPSSI）で作成した統一フォーマット、アーティクルマネージメント推進協議会（JAMP）が作成し
た JAMP AIS フォーマットに対応しており、頻繁なデータ調査・回答・登録などの業務を大幅に効率化することが可能です。

＜電通国際情報サービス（ISID） 会社概要＞
社名：株式会社電通国際情報サービス（略称：ISID）
代表者：代表取締役社長 釜井 節生
本社：東京都港区港南 2-17-1
URL：http://www.isid.co.jp
設立：1975 年
資本金：81 億 8,050 万円
連結従業員：2,228 人（2012 年 3 月 31 日現在）
連結売上額：638 億 6,900 万円（2012 年 3 月期）
事業内容：1975 年の設立当初から顧客企業のビジネスパートナーとして、コンサルティングからシステムの企画・設計・開発・運用・メ
ンテナンスまで一貫したトータルソリューションを提供してきました。IT Solution Innovator をビジョンとし、金融機関向けソリューション、
製品開発ソリューションをはじめ、グループ経営／連結会計、HRM（人事・給与・就業）、ERP、マーケティング、クラウドサービスなど、
幅広い分野で積極的な事業展開を図っております。
＜沖電気工業（OKI） 会社概要＞
社名：沖電気工業株式会社（OKI）
代表者：代表取締役社長 川崎 秀一
本社：東京都港区虎ノ門 1－7－12 （虎ノ門ファーストガーデン）
URL：http://www.oki.com/jp
設立：1949 年
資本金：440 億円
従業員数：3,373 名/グループ連結：16,736 名（2012 年 3 月 31 日現在）
連結売上額：4,235 億円（2012 年 3 月期）
事業内容：電子通信・情報処理・ソフトウェアの製造・販売およびこれらに関するシステムの構築・ソリューションの提供、工事・保守お
よびその他サービスなど
＊ 本リリースに記載された会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
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