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小売チェーン本社での Mobile Access の
導入を推進する Żabka のイノベーションカ
ルチャー

ポーランドとチェコ共和国に 7000 拠点を展開するコンビニエンスストアチェーンである Żabka にと
って、イノベーションはその　DNA　の一部です。 ポーランドのポズナンに新本社を建設する際、同社
は従来の屋内アクセス制御システムを超えるのシステムの導入を検討していました。

シチュエーション

Żabka コンビニエンスストアチェーンは、イノベーションへのオープンなアプローチとユニークな技
術ソリューションを早期に取り入れる姿勢が有名です。 SKANSKA 社が管理する新本社ビルのセキ
ュリティシステムを計画する時、同社は単一の統合ソリューションで従業員用の最新、インテリジェン
ト、自動化されたオフィスが望ましいと判断しました。 このシステムには、モバイル ID とカスタムアプ
リケーションを利用することでオフィス機能の使用をシンプル化し、管理プロセスを迅速化および自
動化し、アクセス制御と建物全体のセキュリティの管理を最適化できることが求められます。 

このような大規模なエコシステムを形成するに当たっては、さまざまな機能を組み合わせる必要が
あり、Żabka はそのビジョンを作成、導入するために、同じ考えを持つプロバイダのグループを調査
しました。 HID Global は従来のプラスチックカード管理を HID Mobile Access® に円滑に移行しまし
た。 Zonifero 社が従業員向けのデータ管理とアプリケーション用の Żabway モバイルインターフェ
ースを作成し、Cnergy 社はシステムを支える物理的セキュリティコンポーネントのインストールと統
合を進めました。

http://www.hidglobal.com


ソリューション

HID Global と Zonifero と Cnergy が協力してアクセス制御プロセスをデジタル化
し、監視カメラやアクセス管理などの監視ツールを防犯システムと統合することで、
包括的なエコシステムを構築しました。 システムの中核を担うのはセキュリティ管理
プラットフォームを備えたサーバーであり、これによって Żabka は新規ユーザーを迅
速に追加し、ゲストに対してモバイル ID または QR コードベースのワンタイムパスを
発行することができます。 

今では全従業員がスマートフォンアプリを使って本社オフィス内を移動したり、屋内
の様々な設備を使用したりしています。 モバイル ID、非接触式の従業員オンボーデ
ィング、タッチレスの訪問者管理、勤怠管理、および建物全体のセキュリティシステム
との統合はすべて、2020 年に稼働を開始したアプリを使って簡単に行われます。

「ポズナンにある Żabka 社の施設にて実装しましたモバイル ID は、従来のプラス
チックカードに代わる最新のテクノロジーです。 モバイル ID は今後最も導入が進む
であろうソリューションの 1 つであり、大規模な導入に踏み切った Żabka はトレンド
の最先端に立っていますね」HID Global 東ヨーロッパ・バルト地域セールスマネージ
ャーの Kamil Targalski はこう説明します。 さらに彼は続けます。「実際にどのように 
Mobile Access が使われているかを説明します。 従業員は自分のスマートフォンに 
Żabway アプリをインストールします。アプリ内でログインすると、管理者が割り当て
たモバイル ID を受け取りします。モバイル ID は Seos® テクノロジーがサポートして
います。 ドアを開けるためには、資格情報を認証する読み取り機にデバイスを近づ
けます。アプリケーションがバックグラウンドで実行されている場合 [スリープモード] 
でも、NFC または Bluetooth 技術を使用して認証を実行できます」

Żabka オフィス内のモバイル ID は、エントランスからビル、エレベーター、入出場ゲ
ートなどの複数の場所で使用できるほか、モバイル ID を使って対応するプリンタで
認証することで文書を安全に印刷して取得することにも使用できます。 HID Global 
のポートフォリオは、壁設置式の読み取り機、デスクトップ、組み込みモジュールバー
ジョンを提供する、市場では数少ないポートフォリオの 1 つです。 つまり、デバイスを
正常にエレベーターパネルやロッカーのオープニングシステムに統合でき、安全性、
利便性を高め、かつ建物の現代的な外観を確立できるのです。 最も重要なのは、ユ
ーザーデータは適切なアクセスキーを使用して暗号化と認証を通じて保護され、新
規ユーザーの導入は完全に Żabka の制御下に置けるということです。

Żabka のビジネスサービスセンター取締役の Łukasz Taterka は次のように話しま
す。「HID Global が提供するソリューションのおかげで、物理的なカードの使用を完
全に廃止し、モバイル ID に置き換えることができました。 このような変更により、従
業員がオフィス内を移動するために必要なすべての要素を、Żabway アプリケーショ
ンを介してビジネス用電話機に集約させることができました」さらに彼は続けます。「
エンドユーザーが非常に助かるだけでなく、当社の管理部署が、勤怠管理用にカー
ドを新規採用者に割り当てる自動プロセスを含む、割り当てられたカードのプール
と個人のアクセスをリモート管理できることのメリットを体感しています」

また、アプリケーションはユーザーを支援し、より良い業務エクスペリエンスを作成
する他のタスクも実行します。 たとえば、ユーザーは同僚とコミュニケーションを取
り、オフィス内を移動し、会議スペースを予約し、室温と湿度を制御し、従業員のエン
ゲージメントイニシアチブに働きかけることが可能です。 Żabway アプリケーション
は公共交通機関やカーシェアリングに関する情報など、建物周辺に関するヒントも
提供します。

「Seos ソリューションに
より、物理カードの使用
を完全に廃止し、仮想カ
ードに移行できました。 こ
の変更により、従業員が
オフィス内を移動する際
に求められるすべてをビ
ジネス電話機に集約する
ことができました」 
-Łukasz Taterka                                                                   
Żabka ビジネスサービス                           
 センター取締役
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結果

2020 年に導入されたこのソリューションは、オフィス機能の利用をシンプル化する
だけでなく、管理プロセスの迅速化と自動化を実現し、建物全体のアクセス制御と
セキュリティの管理を最適化しています。 Żabway インターフェースは非常に直感的
なため、Żabka が自社管理を行うために必要なトレーニングが短期間で済みまし
た。 現在、約 800 人の本社の従業員と他の場所で働く一部の従業員がモバイル ID 
を使用しています。 ユーザーからのフィードバックに基づいて改良を進めていったこ
のプロジェクトは成功し、システムは組織とその従業員のニーズを満たしています。

本社の従業員は、HID Global、Cnergy、Zonifero による実装の恩恵を受ける最初の
グループとなります。 多くの組織では、1 つ 1 つのドアやデバイスごとに異なるアクセ
ス要件に対応するためにプラスチックカードを複数枚携行している従業員がまだい
ます。 Żabka のポズナニオフィスでは、必要なのはモバイルデバイスだけ。 臨時従業
員や訪問者が受付での登録手続きの手間を省けます。 QR コード付きの一時的なモ
バイル ID が通知を介して登録デバイスに送信されます。 次に、ユーザーはデバイス
からその QR コードを資格情報として提示します。 オーガナイザーが付与する権利
に応じて、対象のドアを開けたり、エレベーターの使用を許可することができます。 

仕事の快適さとペースの改善は、管理職や人事部の従業員にも良い効果を与えま
す。 モバイルアクセスを使用すれば、従来のプラスチックカードを発行するために利
用される物理的なステーションを整理する必要もなくなります。 新規採用者のオン
ボーディング、ユーザーの新しいデバイスの紛失や盗難が起きた場合にカードを非ア
クティブ化する、完全リモート、シンプル化、同時に安全なプロセスになりました。

物理的接触がなく、どこからでもアクセス制御システムを管理する機能は、特に貴重
です。 多くの類似のテクノロジーは、選択した読み取り機で資格情報をアクティブに
するために従業員の出席を要求する対面認証をベースにしています。 パンデミック
の中で完成に至ったこともあり、Żabka の従業員はアクセスコントロールシステム
の完全な効率を維持しながら、ソーシャルディスタンスを維持し、人と人との接触を
制限することができています。 アクセスの自動アクティベーションおよびリモートアク
ティベーションは、Żabka のような数百人の従業員を抱える大規模な組織では特に
重要です。 モバイルアクセスは、物理カードの保管、資格情報の使いまわし、紛失ま
たは破損したカードの新しい資格情報の発行といった問題を解決します。

アクセスコントロールシステムと監視ツールを組み合わせることで、建物全体のセキ
ュリティも向上しています。 物理的セキュリティ担当者は、潜在的に危険な状況を迅
速に特定するとともに、訪問者のアクセスの制限機能により入室禁止区域を指定で
きます。 

「クライアントは、Żabway アプリケーションとその周辺のエコシステムを、最新のイ
ンテリジェントなオフィスのための機能的なツールとして使うことを希望していまし
た。 実際に従業員がソリューションを使用して、このコンセプトを実現できたことを
確認しました。 建物全体をシステムでカバーすることで、Zonifero はアプリケーショ
ンに機能性を新規追加する能力を含む各種機能を余すところなく活用できました。 
アプリを温湿度センサーと統合したり、調査モジュールを使用して従業員間の競合
を整理したりするといった、クライアントからの創造性あふれるアイデア提案にも感
謝しています」Zonifero 社 CEO の Jacek Ratajczak はこうコメントしています。

Żabka は、駐車場ゲートの開閉、カフェテリアでの商品購入、コンピュータへのシー
ムレスなログインなどのさらなるモバイル ID 機能の実装を計画しています。
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データの収集と分析は、技術のイノベーションとその採用の基盤として利用されます。 
建物全体をカバーし、従業員が使用するアプリケーションと統合されたエコシステム
は、優れた情報源と言えます。 Żabka ではすでに Żabway アプリを時間追跡の合理化
および勤怠管理情報収集の自動化に活用しています。

非常に大規模な HID Global モバイル資格情報の使用から、認証ポイントの数やセキュ
アな印刷を含む拡張機能に至るまで、Żabway アプリの実装はユニークさが際立ちま
す。 本プロジェクトは、最先端のソリューションと信頼できるビジネスパートナーとの緊
密な協力体制を構築するという Żabka のコミットメントのおかげで成功を収めました。 

HID Mobile Access についての詳細はこちらをご覧ください:                                                                                
www.hidglobal.com/solutions/access-control/hid-mobile-access-solutions
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