
Magic xpa活⽤事例
マジックソフトウェア・ジャパン株式会社



パッケージソフト開発での実績

300種以上のパッケージソフトが流通
http://www.package-soft.com/



国内販売実績
• 超⾼速開発ツールのMagic xpaが設計・実⾏エンジン型ツー

ルの販売実績でトップシェア
• ミック経済研究所刊︓「次世代型 超⾼速開発ツールの市場動向 2016年版」

「導⼊実績の多さ、それに伴う品質・信頼性、
全国規模のパートナー⽀援体制に裏打ちされ
た結果である」
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アプリケーション資産の継承と進化
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主要なパッケージパートナー様

• 富⼠通マーケティング 販売管理、ジュエリー、⼈材派遣
• ⽇⽴システム ホテルシステム
• 富⼠通ゼネラル 消防署向けパッケージ
• 沖電気⼯業 ⾏政総合事務システム
• ⼤興電⼦ 製紙業向けパッケージ
• 松⼭電⼦計算 アパレル向けパッケージ
• ミツイワ情報 販売管理パッケージ
• 内⽥洋⾏ＩＴソリューションズ マンション管理、旅⾏業パッケージ

etc.

 ⾃社開発パッケージソフトの開発ツールとして、Ｍagicを採⽤



Magic xpaパッケージの市場占有率の⾼い業種

タクシー業
消防署
酒販卸し
酒販⼩売
商⼯会議所
ジュエリー
ＥＤＩ連携伝票発⾏システム （１０００本）
出版業



主要パッケージの実績（⼀部）

概要 実績
カスタマイズ対応型 販売管理コアパッケージ 300顧客
中堅・中⼩企業向けＥＲＰパッケージソフト 300〜400顧客
専⾨店向け店舗情報システム 600顧客
産地直送・通信販売システム 400顧客
福祉事業向け総合システム 600顧客
⾃治体向け・福祉総合システム 800顧客
塗料販売業向け販売管理システム 200顧客
不動産業総合システム 200顧客
多機能ＰＯＳレジシステム 400顧客
ホテル総合管理システム 120顧客/1000クライアント
商⼯会議所業務総合システム 400顧客
タクシー基幹業務システム 900顧客
宝飾業総合情報システム 500社以上
ソースコード提供型・販売管理パッケージ 800顧客
⽝の登録管理システム 100⾃治体 100本
⼈事管理・給与計算システム 100社 250クライアント
銀⾏向け ⼈事/給与/就業管理システム 20銀⾏ 200クライアント
独⽴⾏政法⼈向け ⼈事・給与システム 数百以上（⾮公開）



主要パッケージの実績（⼀部）
概要 実績

印刷業向販売管理システム 60社 500クライアント
婚礼・宴会・⾐装システム 400顧客
パソコンPOSシステム 700顧客
ソース公開型 販売管理 200顧客
卸売業向け販売管理システム 300本
卸売業向けEDIシステム 1,000本
⼈材派遣・紹介業パッケージ 130本
マンション管理組合会計パッケージ 300本
福祉共済システム 100本
スイミングスクール向け管理システム 100本
住宅建設業向け統合管理システム 100本
販売管理 300本
バス運⾏管理システム 100本
カスタマイズ型ＥＣサイト構築パッケージ 導⼊実績多数
弁当受付業務システム 導⼊実績多数
組合加⼊会員・農地管理 導⼊実績多数
労働基準協会向け技能講習管理システム 導⼊実績多数
⾃動⾞整備業システム 120社



ユーザー事例



20年以上のご利⽤実績
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フィリピン

中国

メキシコ

タイ

PC(Magic)

図⾯ 環境 品質 調達 設変 受注 原価

商品企画

⾃社開発PDM（Product Data Management）システム

1992年〜黎明期（個⼈戦）

1999年〜発展期（⼤規模開発）

1995年〜海外編
（多⾔語対応）

ホスト上の⽣産系基幹システムをDB構造を踏襲し、
Magicで作られたオープン系システムに移⾏
2015年8⽉リリース予定

現在進⾏中 円熟期（ホスト後継）



セコムテクノサービス（現︓セコム株式会社）

• 業態
• セコムグループ内のセキュリティーに関する設備⼯事・保守を⾏う企業

• システム概要
• 「メインフレーム＋COBOL」の基幹システムからMagicへの全⾯移⾏

• 特徴
• クライアイント／サーバ型、ＷＥＢ型アプリケーションが混在
• セコム本社のメインフレームとのWebサービス連携を実現
• 『⽀払い管理システム』
• 『⼯事材料販売管理システム』
• 『オンラインセキュリティシステム⼯事管理システム』
• 『トータルビルマネジメント管理システム』
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⽇本商⼯会議所
20年間 継続した資産継承と機能追加を実施
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TOAS（Total Office Automation System）

• 開発元︓松本商⼯会議所
• システム管理、事業所管理、組織団体管理、共有検索、カルテ管

理〜⾦融相談⽀援、経理などを含んだ、各地域の商⼯会議所の事
業活動を⽀援する、Webアプリケーション。

• 1992年DOS版→1997年Windows版→2002年Web版へと資
産継承しながら機能拡張

• 全国各地の商⼯会議所（514ヵ所中 342ヵ所）に導⼊・運⽤中。

• 松本商⼯会議所がハウジングしているサーバを共同利⽤する、
SaaSの形態でもサービスを提供。（173ヵ所）



沖電気⼯業株式会社様



国家公務員、独立行政法人職員などの管理業務の
効率化をサポートする人事・給与・共済システム

DBサーバ（Oracle10g）

コアスイッチ

（負荷分散）

業務端末

MagicRichCleien
t

対象人数：

約50,000人

バッチ/帳票処理サーバ（ＭａｇｉｃＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅＳｅｒｖｅｒV10）

Ｗｅｂ/ＡＰサーバ（ＭａｇｉｃＲｉｃｈＣｌｅｉｅｎｔＳｅｒｖｅｒV10）
ロードバラン
サーを用いた
負荷分散処理

Ｏｒａｃｌｅ１０ｇ
のクラスター
構成

外部施設をイ
ントラネットで
接続

財
務

会
計

社内関連業務シ
ステムとのデータ
授受

銀
行

ＦＢでの給与
振込データ

◆リッチクライアント技術を用いた、Ｗｅｂ方式（センター集中管理）

◆ロードバランサによる負荷分散処理による大規模ユーザへの対応可能な柔軟性

◆各種関連システム（財務会計、ファームバンキング等）とのデータ連携

Intra-Net



スパリゾートハワイアンズ

• 開発元︓株式会社システムフォワード

• ECサイト構築パッケージ『EC FORWARD』

• 公式ショッピングサイト「ハワイアンズモー
ル」を企画構想から3ヶ⽉でオープン

• メンテナンス性の⾼さを活かして
• ユーザーの仕様、取り組み、キャンペーンへの

即時対応などが可能。
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⾦融機関向け 渉外⽀援システム

• 開発元︓株式会社シー・シー・ユー
• 『Fellowship渉外⽀援』
• 福島銀⾏が300ユーザーで導⼊
• 2012年Windows Mobileで開発 → 2014年iPadに２ヶ⽉

で移⾏
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Windows Mobile から iPad への移⾏

au IS02（Windows Mobile 6）
Magic uniPaaS

iPad Air (iOS7,8)
Magic xpa

４３フォーム

iPad RIA 動作確認、フォームデザインルールの策定等々 5days
RIAフォーム修正（43フォーム、仕様書の画⾯差し替え作業等含む） 10days
iOSアプリ関連 ※Mac環境構築、iOS Developer Program、Xcode、
VPP、App Store…

15days

動作検証（iPad RIA 及び Web、テスト仕様書作成、納品作業…） 20days

IS02⽤のフォームデザインをiPad⽤に修正するだけ
プログラム（ビジネス）ロジックの修正は不要



株式会社サンコー

• ガス栓、フレキ管⽤継⼿、強化ガスホース⽤
⾦具の製造および販売

• 新潟⼯場の⽣産管理システム全体を
Magicで開発

• 製造指⽰・製造履歴・作業管理票
紙ベースの作業実績管理業務を
Androidタブレット（Nexus7）でシステム化

• 開発会社︓
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Nexus7で『作業実績管理システム』

• PC（Windows）版プロトタイプをベース
にお客様（プロジェクトチーム）が検証

20

配布

検証

評価

修正

プロ
トタ
イプ

• PCでプロトタイプを開発
→ 2-3⽇でタブレット版を作成



スパイラル開発の進めかた
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Magic xpa
RIA Server

サンコー様 奏⾵システムズ

開発担当プロジェクトチーム

リモートアップデート

課題・優先順位
・開発状況

PM



池⽥糖化⼯業株式会社

• 国内全事業所の情報系システム
• 販売・購買・⽣産など基幹系の

情報を各部⾨に提供

• C/S型のアプリケーション
（5,000本のプログラム）をRIA
にマイグレーション

• 全サーバをプライベートクラウ
ド（IaaS基盤）に配置して集中
管理することで運⽤コストの削
減

• レスポンスの改善、データのリ
アルタイム性を向上
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【移⾏前】
課題
・差分配信→リアルタイム性低
・C/S形態のため、LANトラフィック⼤ 、レスポンスにも影響あり

【移⾏後】

集約の効果
・各拠点での⽇次・⽉次処理が不要に
・情報共有のリアルタイム性を実現
・レスポンス向上
・各PCメンテナンスフリー

https://www.magicsoftware.com/ja/stories/ikedatohka



⽇本リライアンス

SAP ERPDBDB営業システム
画⾯

Magic xpa
アプリケーション・プラットフォーム

実績収集
システム画⾯

⼊出庫システム
画⾯

⽇報システム
画⾯

営業システム
業務ロジック

⼊出庫システム
業務ロジック

⽇報システム
業務ロジック

実績収集
システムロジック

DB定義

DB定義DB定義

DB定義

DB定義

中間DBの定義情報 → 各システムの画⾯と業務ロジックを開発

画⾯、ロジックを修正 → 中間DBの仕様変更

SAP ERPをノンカスタマイズで導⼊ 周辺システムをMagic xpaで開発

https://www.magicsoftware.com/ja/stories/mintwave



相互発條株式会社
１０年前のシステムを６か⽉で移⾏

• 受注・売上・⽣産・⼯程・図⾯管理などプログラム5,000本以上
• データベースの再設計、新機能の追加を含め最新版に移⾏。
• プロトタイプを作りながら打合せを重ねー6ヶ⽉で完了
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⾼圧ガス⼯業株式会社
C/SからRIAに３か⽉で移⾏

• 関連ガス販売会社33社にMagicで開発した販売管理システムを平成6年
から導⼊。

• Magic.Ver4→Ver7→Ver8→Ver9にバージョンアップを重ねながら、
年間約80案件の改良、新機能の追加

• C/S型からRIA（Rich Internet Application）に3ヶ⽉で移⾏
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株式会社タダノシステムズ
COBOLやVBの６倍の⽣産性評価

• 油圧式クレーンやトラッククレーンなどのトップメー
カーである「株式会社タダノ」の情報システム部⾨が分
離・独⽴して発⾜

• 親会社タダノの⽣産管理システム改築に伴う、15社の購
買先外部ユーザ企業の⽣産管理システムの変更・修正 を
実施。
• 12社がMagic ベース
• 3社がCOBOLベース（他社市販パッケージを含む）

• 12社のシステムを⼀挙に改修
「開発⽣産性はCOBOLやVBの6倍」と評価
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株式会社タダノシステムズ
COBOLやVBの６倍の⽣産性評価
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• タダノシステムズ様が試算した、各種⾔語・開発
ツールの掛った⼯数
• Magicを1とすると、
• COBOLやVBの他社製パッケージは4
• 個別作成システムは6 

• サービスイン前の数カ⽉は、
• 3社のCOBOLプログラムの改修に2名の担当者が張

り付きになった
• Magicベースのプログラムの⽅は、3名で12社の

システムを改築。

• COBOLベースのシステムは改修に平均3〜4カ⽉か
かったのに対し、Magicは平均1カ⽉で終了。



武蔵塗料株式会社様

業態
プラスチック⽤塗料の研究開発・製造・販売のトップメーカー

システム概要
塗料製造の特殊要件に対応した、⽣産管理システムを開発
売り上げが10年間で10倍、取扱量増と下記の要求対応のため、
旧MAGICバージョンの既存システムを再構築

特徴
• 海外製造拠点での共通システム（⾺、中国、韓国、⽶国、欧州）
• 品質管理の⾃動化、コンプライアンスへの対応
• ⾃動倉庫の制御を連動
• 本番稼動後も、⽇々新しい要件による変更・拡張を継続



Magic xpa Magic xpi

在庫照会・受注システム

『SFTSYS』開発元︓
主婦の友図書株式会社
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学研

BAPISAP ERP
コネクタ

在庫照会

受注⼊⼒

在庫DB

受注伝票
販売管理
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・

HTTP

XML

XML
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書店

取次

オペレーター

電話注⽂/
問い合わせ

⼊⼒



Accessの基幹システムをMagic xpaへ移⾏

• Accessの基幹システムをMagic xpaでRIA（Rich Internet 
Application）へ移⾏
• ⾒積、売上、⽀払、協⼒会社管理、社内稟議、⾞両管理、顧客管理等

350本のプログラム

• 作業内容︓Accessのプログラムを預り、全く同じ画⾯とロジック、DB構
造のプログラムをMagicで開発



AccessからRIAへ移⾏（画⾯）



AccessからRIAへ移⾏（帳票）



クラサバからクラウドへ移⾏
• RIA（Rich Internet Application）にすることで

サーバ管理の負担を減らして、プライベートクラウド、パブリック
クラウドへ移⾏



海外事例



ドイツの製薬会社「ムンディファーマ」

• Magic xpaとMagic xpiを組み合わせることで、 モバイル・業
務アプリケーションを短期間に展開
• マネージャーがモバイル・デバイスから⽀払いと購⼊の承認
• 社員ディレクトリへのモバイルアクセスを従業員に提供
• フィールドの営業マンが、いつでも、どこからでも販促資料を⼊

⼿

• 上記モバイルアプリを、SAP ERP、EDI、および
Active Directory などの各種バックエン ドシステムとMagic 
xpiで連携



Ortam-Malibu

• :イスラエルの⼤⼿建設会社が、Magic xpaで開発したプロ
ジェクト管理のモバイルアプリを導⼊
• プロジェクト管理とリアルタイムのコミュニケーションの効率が

25%向上︕

• Magicパートナーの Tirosh Computer Systemsが開発した
• 会計システム顧客DBと連携
• 建設プロジェクトチーム、オーナーやテナント間のメッセージ交

換



メリット社、約2,000の除雪現場の業務処理効率
をモバイルアプリの導⼊で効率化

• メリット社︓設備管理事業におけるアメリカ国内のトップ企
業

• 全⽶の数百もの除雪請負業者利⽤するモバイルアプリ（Not 
Magic xpa）
• 作業指⽰。関連情報を⼊⼒
• 完了証明の写真、顧客の署名を添付
• Google Maps（位置情報）とAccuWeather（予報、実際の観測

結果、降雪量のデータ）を組み合わせ、除雪作業の計画、請求処
理、レポーティングに利⽤

Magic xpiでJD Edwards EnterpriseOneと連携



コーヒーメーカー「セガフレード・ザネッティ・フランス」、
モバイルアプリをERPとリアルタイム連携

• 店舗直送モバイルアプリを導⼊（Not Magic xpa）

• Magic xpiを経由して、ERP（SAP BusinessOne）と、デリ
バリー、在庫確認、請求書など取引に応じてリアルタイムに
更新




