
SymphonyAtwo動画集

ツアーデータ外部活⽤出⼒
SymphonyAtwo
「指紋認証システム」が
情報流出・漏洩を防ぎます。
SymphonyAtwoが備える
『マスタ』が、円滑な⽇常業務
をご⽀援します︕

＞＞その他の動画はこちら

SymphonyAtwoインストール

【SymphonyAtwoの稼働条件と推奨】

▽ クリックで拡⼤します ▽

もう、ご活⽤頂いていますか︖

いつでも、どこでも、旅⾏中の
お客様の所在をスマートフォンで
キャッチ︕⇒詳細はここをクリック

旅⾏業基幹業務システム『SymphonyAtwo』は、⽇本全国の旅⾏会社様、
バス会社様に活⽤頂いている汎⽤システムです。
SymphonyAtwoの代表的な機能のご紹介︕
ユーザ様の実際の活⽤事例をご紹介︕

規模や業態を問わず、⼀緒に目標を目指しているユーザ様です︕
全国３００社様で稼働しています。

《初期費⽤０円︕》《⽉額６,０００円︕》で、即、ご利⽤頂ける、
”SymphonyAtwo即時利⽤開始版” をご提供︕

システムの機能・操作を、実際に体験して頂けます。
全国各地で開催︕随時受付中︕

それぞれの部署の⽅、またそれぞれの機能が同時進⾏し、
壮⼤な交響曲（symphony）を奏でるように旅⾏業が遂⾏される
システムであるという願いを込めています。
いつでも（AnyTime）どこでも（AnyWhere）誰でも（AnyOne）、
ご利⽤頂けるシステムです。

All Rights Reserved, ©Copyright 2005 We Can Co.,Ltd.

情報セキュリティポリシー - 個⼈情報保護⽅針
経済産業省／クラウドサービスレベルのチェックリスト

弊社へのお問合せは こちらへ  東京︓03-3423-2161 ／⼤阪︓06-6390-3321



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウィ・キャンは、 

旅行業界の一員です。

 1983年7月、「旅行業における“人”とコンピュータの調和」をテーマに、 

 ウィ・キャンが生まれました。 

 

 「夢を売る」とまでいわれる旅行業ですが、その実際は、どこかせわしげで、 

 画一的です。 

 そして、なおも増大し多様化し続けるさまざまなニーズが、「旅」が本来持つべき 

 “ゆとり” を失わせてゆくのでしょうか？ 

 

 この繰り返しをなんとか断ち切りたい。 

 

 人と人が「夢」を語り、「旅」を語り、また「生きがい」を語り合う心のゆとりと 

 時間をとりもどすために・・・・。 

 

 ウィ・キャンは常に旅行業の一員であることを認識し、 

 旅行業務の中のせわしげで画一的な分野をコンピュータに委ねることで、 

 「人がゆとりを取り戻せれば」と願っています。 

 そして今までのあらゆる試行錯誤のなかから、 確かな “光” を感じています。 

 

 私たちはこれからその成果を具現化し、旅行業になくてはならないウィ・キャンを 

 めざしたいと思います。 

 そして旅行業の皆様と「夢」が、“WE CAN” であると信じて、共に歩み続けます。 
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 問題点の抽出から始まり、 

 考え方や手法の擦り合せを何度も繰り返しながら、 

 最適なシステムを提供しています。
 

 

なぜコンピュータシステムが必要なのか。 

本当にコンピュータシステムの導入が最善なのか。  

その点から私たちは考え始めます。 

 

そうすることで、本当の問題点を浮き彫りにするのです。 

また、必然的に導入目的と導入目標が明らかになります。 

 

ユーザ様のスタッフの方々と私たちのスタッフが共通の認識のもとで仕事をする。 

このことがもっとも効率的であり、効果的だからです。 

 

そして、問題解決のためにシステム導入に伴う「人」の役割と仕事を明確にします。 

同時に、コンピュータにできることの整理とコンピュータではできないことの整理を 

行います。 

 

いくつもの壁が前に立ちはだかります。 

私たちで取り除ける壁には私たちが、ユーザ様に取り除いて頂かないといけない壁には、 

ユーザ様がそれぞれ努力します。 

 

その作業を積み重ねて、生産性の高いシステムが完成するのです。 
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■SymphonyAtwo安定稼働達成のためのアウトライン

 SymphonyAtwoを安心・安定した状態でご使用頂く為に、標準的に行う作業のアウトラインです。

企業の現状解決すべき問題点の列挙・抽出

問題点の客観的な分析・評価

現状業務の確認と分析

 

コンピュータシステム導入による解決可能部分の抽出 既存コンピュータシステムの不備面の抽出

コンピュータシステム導入・入替えによる具体的効果（パフォーマンス）の整理

全コストの算出、コストパフォーマンスの照会と検討

 

合理性／生産性向上推進委員会の編成（ユーザ様）

事前打合せ／役割の明確化・整理（ユーザ様とウィ・キャン）

導入から安定稼働までのスケジュール提案・決定

実作業（マスタコード決定・運用ルール検討・決定等）

作業方向・内容の確認 個別問題点への対応

全体説明会実施による社員モチベーション高揚

操作講習会の実施（営業・手配・カウンター・経理）

本稼働開始／日次照合開始（現預金残高・発券等）

運用状況確認会（合理性／生産性向上推進委員会）

月次決算2ヶ月連続達成

安定稼働達成

 

システムメンテナンス・サポート 操作・運用支援

ver2.01
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シンフォニーアトゥー で、業務とデータの一元化を実現。

  情報を適切に的確に一元管理。

  そのことが生産性の向上と業務の合理化に寄与すると信じています。

1.SymphonyAtwoが備える、4つの磐石性。 4.SymphonyAtwoのアフターケア。

2.SymphonyAtwoの主な機能のご紹介。 5.SymphonyAtwoの出力帳票サンプル集。

3.SymphonyAtwoと他システムとの連携。

● 業界標準と言える充実機能で、旅行業における全ての情報を一元管理します！ 
２度手間を完全に撲滅します。

● 完全リアルタイム自動仕訳で、日次収支掌握、日次決算を実現しています。 
安心で万全な情報管理が、翌月初３日での月次決算は当たり前です。

● SymphonyAtwoバイブル内蔵により、操作説明・機能説明・運用説明が 
いつでも閲覧できます。

● 大切な資産である個人情報・情報資源の全てのデータを安全で高速な回線･ 
耐震設備･安定した電源設備･万全な機器の保守･監視の環境でお守りします！

● サーバ管理、ソフト管理、データ管理から開放されて、旅行業務に専念して 
下さい！

● インターネットを利用していつでも世界中のどこからでもアクセスできます。

● 不正・漏洩を防ぐためにはバイオメトリクス認証が不可欠です！

● 温度・湿度により微妙に変化する指の状態を認識する学習機能を備えています。

● 全利用者（弊社社員を含みます）の全てのアクセス履歴を採取・管理して 
います。

● ジョブ利用・入出力機能・印刷機能・データ採取などの権限設定も、指紋認証 
システムだからこそ万全です。

● パソコンの紛失・盗難があっても、パソコン内にデータはありません。

● 個人情報保護の完全対応には、バイオメトリクス認証が不可欠です！

● 国内・海外を問わず、出先・自宅・出張先から不正・情報漏洩の不安なく 
モバイル活用できます。

● 自社ホームページや携帯サイトとリンクするインターネット予約システムを 
完備しています。

● 社内伝達・メッセージ通知・申請～承認・スケジュール管理など、グループ 
ウェア機能も完備しています。
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全業務連動。

完全自動仕訳。

すぐできる、らくらくインターネット販売。

インターネット販売システム「ホームページリンク」の活用事例をご紹介します！

あなたの今日の仕事が一目瞭然！

バス運行管理。

営業マンの行動管理～成果管理を完全掌握。

全ての申請承認は、完全電子決裁。
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 ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫  PDF印刷

 

全業務連動。

Symp h o n yA t w oは、国内・海外・個人・団体・企画・手配、どのような旅行形態にも対応して 

います。  

予約カルテを中心にして、全業務が完全に連動している為、旅行業務における２度手間が一切 

ありません。セクション（企画・手配・営業・経理）間の仕事が頗る円滑になり全社の業務効率が 

飛躍的に向上します。

  ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫ 
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 ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫  PDF印刷

 

完全自動仕訳。

Symp h o n yA t w oでは、出発日を基準にして、売上・仕入・未収・未払・前受・前払をリアルタイムに 

自動仕訳します。手書きの入金伝票や振替伝票は一切必要ありません。  

一般管理費の伝票についても、電子決裁機能により申請～承認がシステムで行えます。  

経理ソフトへの２重入力が一切なく、営業数字と経理数字が完全に一致します。  

月次決算、年次決算の処理時間が大幅に短縮されます。

  ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫ 

7



 ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫  PDF印刷

 

すぐできる、らくらくインターネット販売。

Symp h o n yA t w oと完全リアルタイム連動したインターネット予約受付ツールです。  

貴社ホームページとリンクさせるだけでご活用頂けます。  

個人のお客様からだけでなく、法人顧客からの受付、さらに旅行代理店様からの受付にも対応 

します。  

日帰りバスツアーや高速バスから、フライト・宿泊を組み合わせたダイナミックパッケージなどの 

自社募集旅行はもちろん、手配旅行の受付にも対応致します。

  ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫ 
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 ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫  PDF印刷

 
 

あなたの今日の仕事が一目瞭然！

Symph o n yA t w oへログインすると、最初に「業務管理メニュ」画面（本日の処理すべき仕事が一覧

表示されます）が起動します。 

S ymp h o n yA t w oへ登録された「自分宛のメッセージ・申請／承認通知」、「作業予定日と内容」、  

その他、各種予定の件数を通知します。  

「件数」をクリックすると、対象要件の一覧表と、詳細（作業）画面が表示されます。 

作業を完了すると、件数が更新されます。件数＝０件となれば、本日の仕事は完了です。

  ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫ 
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 ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫  PDF印刷

バス運行管理。

貸切バス事業・旅行業システムが一体化、全ての業務を一元管理します。社内の２度手間・不合理

を撲滅します。貸切運行指令書・手配書・配車表・点呼簿など実務に関係する帳票を取り揃えてい

ます。運輸局に提出する書類や乗務員の乗務記録等、他にも様々な帳票が出力可能です。

  ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫ 
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 ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫  PDF印刷

営業マンの行動管理～成果管理を完全掌握。

営業マンのスケジュール管理や活動履歴を一元管理することで、高品質な営業活動を支援する 

システムです。営業効率の向上と営業ノウハウの標準化を実現します。  

全ての機能がモバイル環境で活用できます。営業マンの時間の最有効活用に加えて完全リアル 

タイムに情報蓄積が実現します。

  ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫ 
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 ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫  PDF印刷

 

全ての申請承認は、完全電子決裁。

社内の全ての申請承認業務①～⑥は、完全電子決裁！ 

手書き伝票や申請用紙を完全になくします。  

指紋認証は個人認証の為、成りすまし等の不正承認防止など、セキュリティも万全です。  

別途グループウェアソフトを導入する必要がなく、Symp h o n yA t w oで一元管理致します。 

承認者ルートは部署毎に設定可能。承認者は8階層まで設定できます。

  ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫ 
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■Sympho n yA twoの構想図

 

  

国際線ＣＲＳ

国内線ＣＲＳ

旅行ポータルサイト

保険会社

市販会計ソフト

銀 行

カード決済

コンビニ決済

電話 （ＣＴＩ）

宅配便

Benet
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≪製品情報TOP ≪前のページへ 次のページへ≫ PDF印刷

他システムとの連携／国際線ＣＲＳ

ＣＲＳで作成した予約のＰＮＲデータを、Symp h o n yA t w oへ取り込むことができます。

日付・フライト№・ＮＡＭＥ等入力時の人為ミスの心配がありません。

ＰＮＲの変更データ取込み時、旧データを履歴として残すか、上書きするか選択ができます。

ＢＳＰ発券データの取込みにも対応します。ＮＥＴ・券№等をミス・漏れなく自動で取込み、

ＢＳＰ精算・請求書照合～支払業務の効率化を図って頂けます。

≪製品情報TOP ≪前のページへ 次のページへ≫
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≪製品情報TOP ≪前のページへ 次のページへ≫ PDF印刷

他システムとの連携／国内線ＣＲＳ

国内航空券の発券端末（UR I - P r o／ａｂ ｌ ｅ ）から、航空券発券データを取り込みます。

搭乗日・便名・区間・発着時刻・お名前・券№と取り込むデータも充実しています。

払い戻し処理・VO IDにも対応している為、日々の発券ジャーナル、航空会社からの請求明細と

完全に一致します。国内線航空券の販売管理・精算管理もラクラクです。

≪製品情報TOP ≪前のページへ 次のページへ≫
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 ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫  PDF印刷

 

 

他システムとの連携／旅行ポータルサイト

都市間高速バスのポータルサイトとの連携で、販売力をアップします。  

楽天トラベル・高速バスドットコム・ＭＳＮトラベルなどで販売している予約データ・取消しデータを

Symp h o n yA t w oの予約カルテへ取り込みます。２度手間なく予約管理・集客管理が行えます。  

また、Symp h o n yA t w oで登録したツアー情報を使って、Ya h o oトラベルへの入稿も可能です。

  ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫ 
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 ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫  PDF印刷

 

他システムとの連携／保険会社

エース保険様の「B i zエースオンライン」との連携を実現しています。  

旅行傷害保険商品を販売される際、Symp h o n yA t w o予約カルテ登録画面の金銭データ、及び 

顧客データを二度手間・二度入力することなく「B i zエースオンライン」へお渡しできます。  

また、「B i zエースオンライン」の発券データをSymp h o n yA t w oへ取り込む事もできます。  

保険の売上・仕入精算が簡便に行えます。

  ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫ 
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 ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫  PDF印刷

 

他システムとの連携／市販会計ソフト

｢勘定奉行｣｢ＰＣＡ会計｣へ仕訳データ受け渡し機能を標準装備します。  

上記以外でも、機能開発によるデータ連携（受け渡し）実績があります。  

親会社様で市販会計ソフトを使用されていて、会計データを再入力しなければいけない・・という  

手間をかける必要はありません。 

受渡し側の科目体系に合わせて出力データを加工できます。 

仕訳伝票データとして出力出来ます。簡便な市販会計ソフトとの連携を実現します。

  ≪製品情報TOP  ≪前のページへ  次のページへ≫ 
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『システム導入 ～ 安定稼働まで』 全力でサポート致します！

操作・機能がわからない時、疑問・要望が生まれた時・・・

万全なサポート体制で問題を解決致します！ 

必ず、ご納得・ご満足して頂きます。

■Sympho n yA twoのサポート体制

①導入準備 ・ 運用ご支援

・システム導入～稼働開始迄、経験豊富なサポート専任スタッフがご支援します。

・導入事前打合せ・全体説明会・操作講習会・経理運用指導・合理性／生産性向上 
推進委員会・・・・ウィ・キャンが積重ねた33年間の経験、ユーザ様300社の 
稼働実績でシステム導入の成功をご支援します。

②SymphonyAtwoバイブル

・いつでも誰でも参照頂けるオンラインマニアルです。

・操作・機能説明、推奨運用方法の手引き、備品の発注案内等を掲載しています。

・新人教育や運用拡大を行う際のツールとして、幅広くご活用下さい。

③クイックガイダンス ・ Ｑ＆Ａ集

・ 操作中に困った時、ワンクリックで参照頂けるヘルプ機能です。

・ 操作中のジョブのＱ＆Ａ集や操作説明をピンポイントで確認できます。

④ウィ・キャンへお問合せシステム

・電話/FAX/メールに加え、専用システムで簡便にお問合せ頂けます。

・ ウィ・キャンへお問合せシステムでは、操作が分からない箇所や説明し辛い箇所 
の画面コピーを自動添付することができます。従来のメール添付、或いは印刷後 
FAXなどの手間が要りません。

⑤お客様情報管理 ・ 質疑/要望進捗表

・お問合せは全てデータベース化します。記録に残すことで行き違い・ミス・漏れ 
をなくします。

・ ウィ・キャンへのご要望・お問合せの進捗状況がSymphonyAtwo内で確認 
できます。
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規模や業態を問わず、⼀緒に目標を目指しているユーザ様です。
07⽉01⽇(⾦)現在、310社様にご利⽤頂いています。（⼀部ユーザ様はご要望により掲載を控えています）
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▲先頭ページへ
ver2.71
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会社案内印刷（PDF）

■会社概要

■商号 ︓ 株式会社ウィ・キャン
■創業 ︓ 1982年
■設⽴ ︓ 1983年
■資本⾦ ︓ 1,000万円
■代表者 ︓ ⼭⼝準⼀郎
■本社所在地 ︓ 東京都港区元⾚坂1-1-8 ⾚坂コミュニティビル6F

TEL:03-3423-2161 / FAX:03-3423-2173
■⽀社所在地 ︓ ⼤阪市淀川区⻄中島5-11-10 第三中島ビル4F

TEL:06-6390-3321 / FAX:06-6390-3322

■社⻑プロフィール

代表取締役社⻑
⼭⼝ 準⼀郎 Junichiro Yamaguchi

⿅児島県出⾝。
慶応義塾⼤学商学部卒業。
株式会社ユニオンエアーサービス様、
⽇新航空サービス株式会社様を経て、
1983年7⽉株式会社ウィ・キャンを設⽴。

■体制図
旅⾏業界の発展と⽣産性の向上に貢献するため、⽇々活動しています。

24



■会社沿⾰

年 ⽉ 沿 ⾰

1982 10. ウィ・キャン創業
1983 07. 株式会社ウィ・キャン設⽴（渋⾕区道⽞坂）

09. 「リテール１」販売開始
1984 04. 渋⾕区千駄ヶ⾕に本社移転

09. 「ＮＥＷリテール１」販売開始
1988 04. ⼤阪⽀社開設（⼤阪市淀川区）

06. 港区北⻘⼭に本社移転
1989 04. 「マルチ・リテール１」販売開始
1994 02. Windows版「マルチ・リテール１」販売開始
1995 09. AXESSとのジョイントスタート
1996 08. JATAマルチメディア部会に参画

12. 「FITスペシャリスト」販売開始
1998 03. 「営業⼈活動管理システム」販売開始

11. ウィ・キャンユーザ会発⾜
1999 04. 北⻘⼭本⽥ビルに本社移転

06. 「AIU保険発券システム」販売開始
2000 04. 業界初の1,000台規模全業務⼀元管理システムスタート
2001 11. 「SymphonyAtwo」発売開始 業界初の指紋認証ログイン形式ASPシステムとしてスタート
2002 08. 「お客様情報管理システム」スタート
2004 10. 「顧客ポイント管理システム」販売開始
2005 03. 「ホームページリンクシステム」 （Web販売システム）販売開始
2006 06. 業界初 ISMS・BS7799認証取得
2007 06. 業界初 ISO／IEC27001︓2005＝JISQ27001︓2006認証取得

10. 「ＣＴＩ予約受付システム」販売開始
2008 03. 「⽂書管理システム」販売開始
2009 06. 「ユーザ様間受委託販売／ホームページリンク連携（BtoBtoC）」販売開始

07. 港区元⾚坂（現在のオフィス）に本社移転
2010 01. 「ホームページリンク携帯電話版」販売開始

08. 「即時利⽤開始版」販売開始
11. 「バス運⾏管理システム」販売開始

2011 02. 「SymphonyAtwoお問合せシステム」スタート
2012 06. 「マイページ」販売開始
2013 04. 「AIU保険システム『RISA』」との連動スタート

04. 「修学旅⾏業務⽀援システム」販売開始
06. 「セブン旅ネット連携」スタート
10. 「国内コース表作成⽀援システム」販売開始

2014 08. 「貸切バス運賃／料⾦シミュレーション」リリース
10. 「ホームページリンク︓スマートフォン予約機能」リリース

2015 06. 「SymphonyAtwo／保険販売サービス」開始
2016 01. 「ホームページリンク英語版」リリース
2017 10. 「国内コース表作成⽀援システム／

有料道路代⾃動計算機能・写真付利⽤施設⼀覧表出⼒機能」リリース
2018 04. 画像付きメールマガジン発信機能リリース
2019 09. 旅⾏安全情報共有プラットフォームとの連携スタート

12. ⾃動集計予約機能リリース
2020 02. 「募集型企画旅⾏／素材組合せ販売」リリース

06. 「カード決済メール発信機能」リリース
07. 「バス運転者労働基準チェック」リリース

「サイドリンク／貸切配⾞管理表起動」リリース
08. 「Go To トラベルキャンペーン割引額算出機能」リリース
10. 「Go To トラベルキャンペーン実績報告機能」リリース

2021 03. 「⽉別年間実績／予測／前年対⽐／予算対⽐集計表／グラフ印刷機能」リリース
04. 「顧客データ分析表／グラフ印刷機能」リリース
07. 「⼿配状況画⾯・仕⼊⼿配予定⼀覧表」リリース
09. 「ホームページリンクシステム／デザイン変更機能」リリース
10. 「マイページ／デザイン変更機能」リリース
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■アクセス

■東京本社

〒107-0051 東京都港区元⾚坂1-1-8 ⾚坂コミュニティビル6F
   Tel ︓03-3423-2161 Fax ︓03-3423-2173

☆地下鉄銀座線／丸ノ内線 「⾚坂⾒附」駅（出⼝Ｂ） 徒歩2分
☆地下鉄半蔵門線／有楽町線／南北線 「永⽥町」駅（出⼝７） 徒歩3分

■⼤阪⽀社

〒532-0011 ⼤阪市淀川区⻄中島5-11-10 第三中島ビル4F
Tel ︓06-6390-3321 Fax ︓06-6390-3322

☆地下鉄御堂筋線 「⻄中島南⽅」駅（北改札） 徒歩5分
☆ＪＲ「新⼤阪」駅（正⾯⼝） 徒歩8分

ver2.07
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