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物品貸出管理システム 

「レンタルマイスター」シリーズを販売開始 
～企業内における書籍等の物品貸出管理業務の効率化をサポートします～ 

 
 

日立ビジネスソリューション株式会社（横浜市中区桜木町、取締役社長 木村 伊九夫、資本金 35 億 6 千

万円 以下、日立ビジネス）は、このたび、企業内で保有している書籍や媒体などの物品の貸出管理業務の

効率化をサポートする「レンタルマイスター」と、その機能拡張版である「レンタルマイスターエンタープライズ」

を開発、2010 年 1 月 12 日より出荷開始することを発表します。 

 
これまで、企業内における書籍や媒体などの物品の貸出管理を行うシステムは、図書館などの公共機関

や、大学などの研究機関向けの大規模・高機能・高価なシステムを個別に開発することが主流となっており、

ＳＭＢ（中堅中小規模企業）で手軽に導入できるシステム製品は少ない状況でした。 
 
今回、日立ビジネスが販売を開始する「レンタルマイスター」は、ＳＭＢを対象にした製品であり、先端技術

であるミューチップ（日立製作所が開発している、超小型の無線ICチップ）やビジネスシーンに広く普及して

いるバーコードを用い、物品の貸出/返却管理業務を支援します。ＳＭＢでも導入しやすいよう、お求めやす

い価格設定とし、短期間でのシステム導入も可能にしました。 
  
また、「レンタルマイスターエンタープライズ」は、「レンタルマイスター」の持つ貸出/返却管理機能に加え、

無断持出し防止機能や一括棚卸・物品検索等の機能をサポートした製品となります。より大量の物品や重要

書類を扱うＳＭＢ向けであり、確実な管理と業務効率向上を支援します。 
  

１．「レンタルマイスター」および「レンタルマイスターエンタープライズ」の特長 

１．１「レンタルマイスター」の特長 

（１）簡単な貸出/返却手続きを支援 

ミューチップまたはバーコードを管理対象となる物品に貼付し、ＩＤと物品の情報をデータベースに登

録します。貸出／返却時には、物品をミューチップ/バーコードリーダ装置にかざすことで、簡単に手続

きを行えるようになります。 

（２）貸出状況照会機能 

   本製品の貸出状況照会機能は、利用者の各パソコンから、対象物品の貸出状況の照会を行うことが

できます。画面に表示された状況照会結果により、対象物品の貸出状況（貸出中／返却）の他、利用者

などもすぐに確認することができます。 

（３）管理者向け機能 

管理者向けに、指定の貸出し期間を超過した物品・利用者を画面で一覧表示する機能を備えていま

す。これにより、管理者が貸出状況を容易に把握できるようになり、例えば、長期間にわたる未返却者に

返却を促すなど、貸出業務の効果的な運用を実現できます。また、貸出状況を CSV 形式で出力するこ

とも可能であり、統計情報などへの活用も可能です。 

 

 



 

１．２「レンタルマイスターエンタープライズ」の特長 

「レンタルマイスター」のさまざまな機能に加え、以下のような特長があります。 

（１）大掛かりな棚卸業務の効率化を支援 

登録／廃棄、利用（貸出／返却）といった管理業務に加え、物品を棚に置いたままの状態で一

括高速読み取りが可能になり、棚卸業務の大幅な効率アップが図れます。 
（２）重要な物品の紛失防止 

防犯用磁気テープ等と併用することで、重要物品の無断持出し等を検知します。 
また、利用したい物品や所在が不明となった物品を探したいときには、棚に置いたままの状態

で検索することができます。対象の物品を指定し、ポータブルミューチップリーダで背表紙をな

ぞるようにかざして検索すると、該当物品を検知した際に音や検知表示で知らせます。 
 

２．運用イメージ 

レンタルマイスター、および、レンタルマイスターエンタープライズの運用イメージ 
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３．出荷開始日 2010 年 1 月 12 日 

 

４．販売目標 今後 1 年間で１億 5,000 万円 

 

 

 

 

 

 



 

５．動作環境 

（１）レンタルマイスターの動作環境 

種別 動作環境 

ア
ン
ト

ク
ラ
イ 

PC：Pentium4 1.8GHz 以上推奨（32Bit）  

ディスク占有量：1GB 以上の空き容量（データ量に依存） 

メモリ所要量：512MB 以上推奨 
前提ハードウェア 

サ
ー
バ 

PC：Pentium4 2GHz 以上推奨（32Bit） 

ディスク占有量：2GB 以上の空き容量（データ量に依存） 

メモリ所要量：1GB 以上推奨 

接続ハードウェア※１ 

(1)八木アンテナ製アンテナ一体据置型リーダ  

型名：MRJ200RJ4、LAN 接続タイプ 

(2)ミューチップ（2.45GHz 帯） 

(3)接続するパソコンで利用可能なバーコードリーダ（一次元バーコードのみ対応） 

ク
ラ
イ
ア
ン
ト 

(1)OS(各 32bit 日本語版のみ対応) 

Windows XP Professional SP2 または SP3 

Windows Vista Enterprise SP1 または SP2 

Windows Vista Business SP1 または SP2 

Windows Vista Ultimate SP1 または SP2 

(2)ブラウザ：InternetExplorer 6 または 7 または 8 

前提ソフトウェア 

サ
ー
バ 

(1)OS(各 32bit 日本語版のみ対応) 

Windows XP Professional SP2 または SP3 

Windows Vista Enterprise SP1 または SP2 

Windows Vista Business SP1 または SP2 

Windows Vista Ultimate SP1 または SP2 

(2)データベース：Microsoft SQL Server 2005 または 2008 

（Express Edition でも可） 

(3)Web サーバ：Apache2.X  

(4)その他：Microsoft .NET Framework 3.5 

 

（２）レンタルマイスターエンタープライズの動作環境 

種別 動作環境 

ア
ン
ト

ク
ラ
イ 

PC：Pentium4 1.8GHz 以上推奨（32Bit）  

ディスク占有量：1GB 以上の空き容量（データ量に依存） 

メモリ所要量：512MB 以上推奨 
前提ハードウェア 

サ
ー
バ 

PC：Pentium4 2GHz 以上推奨（32Bit） 

ディスク占有量：2GB 以上の空き容量（データ量に依存） 

メモリ所要量：1GB 以上推奨 

接続ハードウェア※１ 

(1)八木アンテナ製アンテナ一体据置型リーダ 

型名：MRJ200RJ2、USB 接続タイプ 

(2)日立製アンテナ一体据置型リーダ※２ 

型名：HE-MU380-SH07 （使用にあたっては、無線局の登録申請が必要となります。） 

(3)日立製ポータブルリーダ※２ 

型名：HE-MU380-SH24 （使用にあたっては、無線局の登録申請が必要となります。） 

(4)ミューチップ(2.45GHz 帯、積層タイプ) 

ク
ラ
イ
ア
ン
ト 

(1)OS(各 32bit 日本語版のみ対応) 

Windows XP Professional SP2 または SP3 

Windows Vista Enterprise SP1 または SP2 

Windows Vista Business SP1 または SP2 

Windows Vista Ultimate SP1 または SP2 

(2)データベース：Microsoft SQL Server 2005 または 2008 

（Express Edition でも可）（棚卸クライアントのみ） 

(3)その他：Microsoft .NET Framework 3.5 

前提ソフトウェア 

サ
ー
バ 

(1)OS (各 32bit 日本語版のみ対応) 

Windows Server 2003(SP2) 

Windows Server 2008(SP1) 

(2)データベース：SQL Server 2005 または 2008 

(3)その他：Microsoft .NET Framework 3.5 

※1：接続ハードウェアのご購入に関しては、別途弊社にご相談ください。 

※2：日立製ミューチップリーダ装置 1 台につき、「ミューチップマネージャ リーダーアクセスクライアント」１ライセンスが 

別途必要となります。 

 



 

６．提供価格 

No. 品名 形名 
標準価格

（税込） 
備考 

1 レンタルマイスター P-RMS001 315,000 円 サーバライセンス 

DB(SQL Server 2005 または 2008)は別途購

入が必要 

2 レンタルマイスター 

年間サポートサービス 

M-RMS001 47,250 円 お問い合わせ対応、ソフトウェア障害調査、 

リビジョンアップ版の提供 

3 レンタルマイスター 

標準インストールサービス 

S-RMS001  52,500 円 ＤＢ設定、Web サーバ環境設定、製品インスト

ール 

4 レンタルマイスターエンタープライズ P-RME001 3,675,000 円 サーバライセンス （１入出庫クライアントライ

センス＋１管理クライアントライセンス＋１棚

卸クライアントライセンス付） 

DB(SQL Server 2005 または 2008)は別途購

入が必要 

5 レンタルマイスターエンタープライズ  

入出庫クライアント追加ライセンス 

P-RME002 105,000 円  

6 レンタルマイスターエンタープライズ  

管理クライアント追加ライセンス 

P-RME003 105,000 円  

7 レンタルマイスターエンタープライズ 

棚卸クライアント追加ライセンス 

P-RME004 105,000 円  

8 レンタルマイスターエンタープライズ 

年間サポートサービス 

M-RME001 551,250 円 お問い合わせ対応、ソフトウェア障害調査、 

リビジョンアップ版の提供 

9 レンタルマイスターエンタープライズ  

追加クライアント年間サポートサービス 

M-RME002 15,750 円 お問い合わせ対応、ソフトウェア障害調査、 

リビジョンアップ版の提供 

10 レンタルマイスターエンタープライズ 

標準インストールサービス 

S-RME001 210,000 円 ＤＢ設定、製品インストール 

 

７．お問い合わせ先 

日立ビジネスソリューション株式会社 営業企画本部 

TEL:045-224-6754  FAX:045-224-6719  E-mail: event@hitachi-business.com 

製品紹介ページ: http://hitachi-business.com/products/package/customer_sales/rental/index.html 

■個人情報の取り扱いについて 

本お問い合わせ先に送られる個人情報は、ご本人さま、またはお客さまの承諾なく、以下に定める 

目的以外での利用や第三者への開示等はいたしません。 

お問い合わせへの回答や、ご本人さま、またはお客さまに有益と思われるサービス、製品の情報を 

DM・電話等でご案内させていただく場合がございます。 

配信停止・情報の訂正・削除等をご希望の方は event@hitachi-business.comにご連絡ください。 

 

８．登録商標について 

 ・「レンタルマイスター」は、日立ビジネスソリューション株式会社が商標登録出願中です。  

 ・「ミューチップ」ならびに µ-Chip ロゴマークは、株式会社日立製作所の日本、ならびにその他の国にお

ける登録商標または商標です。 

 ・「Windows」「SQL Server」は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または

商標です。 

  ・「Pentium」は、Intel Corporation またはその子会社の米国およびその他の国における登録商標または 

商標です。 

  ・本文中に記載されている製品名などの固有名詞は、各社の登録商標または商標です。 

 

日立ビジネスソリューション株式会社 
〒231-0062  神奈川県横浜市中区桜木町１丁目 1 番地 8  

電  話 （045）224-6111（代表）  ＦＡＸ （045）224-6119 

ホームページ  http://hitachi-business.com/ 
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