ＩＴソリューションフェア 〜2019 in ビッグルーフ滝沢〜
特別セミナー
●開催⽇
●会場
●座席数
11︓00
〜12︓00

ＩＴソリューションフェア
〜2019 in ビッグルーフ滝沢〜

10月17⽇ （木曜⽇）
ビッグルーフ滝沢 1F ⼤会議室
①30席、②③④15席まで
①これからのエンタープライズ・ネットワーク
〜最新動向のご紹介〜

講師︓富士通株式会社 ネットワークサービス事業本部 シニアディレクター 櫻井 秀志 氏
これからの企業のネットワーク利⽤に関しては、５Ｇなどの環境の劇的な変化も想定されている中で、エンタープライズ・
ネットワークのマルチクラウド利⽤や、働き⽅改⾰に対応できるネットワークが求められております。新しい無線通信技術の
利活⽤や、更に複雑になるセキュリティへの配慮も欠かせない重要テーマです。本セッションでは、ネットワークの最新技術
と今後の⽅向性についてご紹介いたします。

13︓15
〜14︓00

②⼩学校次期学習指導要領の実施に向けた
デジタル教科書の導入形態について

講師︓株式会社内⽥洋⾏ 学びのコンテンツ&プロダクト企画部 学びのプロダクト課 三上 雄輔 氏
既にデジタル教科書の普及率は全国で60%を超えています。来年の⼩学校、再来年の中学校の教科書改訂を機
に更にこの数字は伸びるものと予測されます。そこで各科目のデジタル教科書のメインとなる機能をはじめ、これから利⽤
を検討される自治体様(学校様)のために導入時における形態の種類をご案内いたします。更に、来年よりスタートする
新学習指導要領の目⽟はプログラミング学習とも⾔われているように、各社 新教科書の中にプログラミングをテーマとした
項目が追加される⾒通しです。今回はその⼀例として、株式会社 帝国書院から来春リリースされるデジタル地図帳(地
図帳のデジタル教科書)に盛り込まれるプログラミング学習の機能をご紹介いたします。

③法改正対策と働き方改革をICTで効率的に進めるために
14︓15
〜15︓00
15︓00
〜⾃社実践で解説する、就業管理、テレワークのポイント〜
〜16︓00
講師︓株式会社富士通ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 商品戦略推進本部戦略プロモーション統括部 部⻑ ⽥中 貴之 氏
15︓00
【働き⽅改⾰】は今ではごく当たり前のフレーズとして⼈⼝に膾炙しております。⼀⽅では何がその実践に効果的か︖
〜16︓00
メリットは何か︖など評価も分かれているところが実態だと推察します。本セッションでは、自社実践を踏まえて法改正への
対策など 取り組んできての実体験をご披露し、皆様⽅の今後の取り組みへの参考になる情報をご提供いたします。
15︓15 ④医療機関の働き方改革-求められる勤務実態の把握と、実現に向けた勘所〜16︓00
医療機関向け出退勤管理ソリューションのご紹介

講師︓インフォコム株式会社 ヘルスケア事業本部病院情報システム部 井上 和人 氏
2019年4⽉より、いわゆる「働き⽅改⾰法」が施⾏されました。医療機関においても、在院時間の把握や、時間外勤
務の上限管理が求められます。また、2019年3⽉末には医師の働き⽅改⾰関連でガイドラインが出ました。5年後から
上限時間の規制がスタートとなります。いま求められること、5年後までに整備すべきことなどを、国の税制補助や中⼩病
院向けの助成⾦などの情報も含め、ご紹介いたします。
セミナー申込書に必要事項をご記入の上、弊社担当営業までFAX又はメールにてご送信ください。（FAX：019-601-4012）

10月17日（木）【ビッグルーフ滝沢
展 示 】1F小ホール
10:00〜16︓30

【セミナー】1F⼤会議室

主催/株式会社システムベース 協賛/富士通株式会社

ごあいさつ
謹啓 平素は格別のお引き⽴てを賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、「ITソリューションフェア2019 in ビッグルーフ滝沢」のご案内をさせて頂きます。
平成最後の年となった昨年度の⽇本経済は多くの⾃然災害等に遭遇しながらも、緩やかな回復基調が続きました。
しかし時代は、外には⽶中の貿易摩擦激化とそれに伴う中国経済の減速、英国のＥＵ離脱問題、不穏な中東情勢、⽇
韓関係の悪化、内には、企業ガバナンスの問題や少⼦⾼齢化・⼈⼿不⾜への対応、消費税増税、等々内外に不確実性
と不透明感が増す不安定な状況が拡⼤しております。
そのような経済環境の下、県内では企業における⽣産の抑制や⼈⼿不⾜の影響、公共投資が弱含みとなることなど
が懸念されたものの、前期は全体としてみれば年間を通じて緩やかな回復の動きが継続する展開となりました。⼀⽅
で企業や⾃治体をはじめとする各種団体の皆様には、⼈材確保・育成等を含めた経営体質の改善・強化、⾃動化によ
る⽣産性向上への取り組みは事業継続の課題として今期に続いております。
新時代「令和」のスタートにあたり弊社では、喫緊の課題であるこの⽣産性向上・働き⽅改⾰、RPAやAIを活用し
た事務や作業の効率化、またキャッシュレス化や５Ｇ時代を前にしたセキュリティ強化等に向けて、お客様のお役に
⽴つICT技術を基盤にした各種ソリューションを、セミナーと併せご紹介させていただきます。
ご多用中の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上、是非ご来場賜りますようお願い申し上げます。

敬白
株式会社システムベース
代表取締役社⻑ 簗田 雅伸

●お申込み方法

セミナーのみ事前お申込制となっております。

※ご参加はすべて無料です。
※席に限りがございますので、お申込はお早めにお願いします。

●会場

ビッグルーフ滝沢 〒020-0665 滝沢市下鵜飼1番地15
※滝沢市役所向かい側、駐⾞場無料
【ソリューション/展示】1F小ホール
【セミナー】1F⼤会議室

●お問い合わせ先

株式会社システムベース 盛岡センター
電話 019-601-4011
FAX 019-601-4012
〒020-0403 盛岡市乙部5地割189番地
受付時間8:30〜17:30(土･⽇･祝⽇を除く)

ＩＴソリューションフェア2019
富士通株式会社
●スクールタブレット

「ARROWS Tabシリーズ」

すべての学びの場で安心して使える「スクールタブレット」。
好評の10.1インチ ARROWS Tab Q509/VE、待望の新モデ
ル13.3インチ ARROWS Tab Q739/AEをご紹介します。

●タブレット運用管理ソリューション「future瞬快 V3」
新たにタブレット。
PCの利用状況⾒える化と通知機能を追加︕
5月中旬リリース予定のタブレット運用管理ソリューション。

●旅を便利にするAI観光アプリ

旅⾏者のTPOや興味を元に少し未来を予測して、旅・遊びを豊
かにする情報をタイミングよくお知らせします。観光客向けの
サービスをアピールしたい事業者様、弊社と協業しませんか︖

●FUJITSU AI Zinrai TalkVisible（ﾄｰｸﾋﾞｼﾞﾌﾞﾙ）
AIを活用して議事録の作成を支援

会議や議会における発言録の作成を⽀援するソリューションで
す。汎用マイク１本で録⾳した⾳声データから発話者も識別し
た発言録を⾃動作成し、その内容を専用のエディタで確認修正
でき、効率的に精度の⾼い発言録に仕上げることが可能です。

株式会社富士通マーケティング
●動画分析ツールを活用した【現場業務の⾒える化】
ソリューション

トヨタ⾃動⾞で採用されている現場改善ソリューション【ＯＴ
ＲＳ】によって、分析がすばやくでき簡単にマニュアル化が図
れるところをお⾒せいたします。

●ＦＵＪＩＴＳＵ Ｓoftware Live Talk（ライブトー
ク）〜⾳声認識、多⾔語にリアルタイム翻訳〜

発話者の発言を⾳声認識し、即座に翻訳・テキスト変換するこ
とが可能、インバウンドの需要にお応えする最新ソリューショ
ンです。（２０か国語に対応）

●働き方改革を支援するＲＰＡツール【Ａxelute】(アク
セリュート）

パソコンの操作の⾃動化で定型業務を効率化、働き⽅改⾰の実
現に貢献するソリューションをご紹介します。

株式会社内田洋⾏
●統合型校務支援システム【デジタル校務】
●無線画像提示装置と普通教室タブレット連携機能
【wivia】
●⼩学校理科プログラミング教育用教材【MESH】
●デジタル教材配信サービス【EduMall】

デジタル教科書の配信に対応できるようバージョンアップした
新EduMallや業務の効率化と教員の働き⽅改⾰を実現する新校
務⽀援システム、新しい小学校理科の教科書に記載されるプロ
グラミング教材など、学校現場を巡る喫緊の課題に対応する
ICT環境をトータルでご提案します。

富士ゼロックス岩⼿株式会社
●SmartDataEntry

AI-OCR による⾼精度な⽂字認識と、確信度を利用した効率的
な入⼒作業により、申請・届出、受付、調査・アンケートなど
の入⼒から情報抽出、確認・訂正、データ出⼒まで、ムダなく
効率的でシームレスな流れを実現します。

●オフィスあんしんセキュリティーサービスⅡ

今もアンチウイルスソフトをお使いですか︖近年の攻撃から
守るには、アンチウイルスソフトウェアでは不⼗分です。
今回おすすめするセキュリティーサービスは、次世代の対策技
術を搭載することで、次々発⾒される新たな脅威への対応を可
能にしています。

ビッグルーフ滝沢 1F 小ホール展示会場

ダイワボウ情報システム株式会社
ダイワボウ情報システム株式会社

2020年度から小学校でのプログラミング教育が必修化され、
注目の集まるプログラミング教育を実施するにあたっての
教材（プログラミング教材）をご紹介いたします。

●アーテックロボ

ブロックで遊びながらかたちを組み⽴て、プログラミングして
思い通りに動かすプログラミングロボットキット。
実際にロボットを動かすことでプログラミングやものづくりの
喜びを体感いただけます。

●micro:bit

英国BBCが主体となって作ったプログラミング教育向けマイコ
ンボード動作をプログラミングできるLEDとボタンスイッチの
ほか、センサーなども搭載。
ブラウザベースのプログラミングツールのため、環境構築も
不要です。

株式会社コードタクト
■schoolTakt

ブラウザだけでカンタン協働学習・アクティブラーニング
多様なテンプレートや、お⼿持ちのPDFの教材・写真をアップ
ロードするだけで、「みんなで学び合う」学習環境をカンタン
に構築。「先⽣が教えやすく、⽣徒が楽しく学べる」環境を
実現できます。

インフォコム株式会社
● CWS 看護部⾨管理システム

職員管理、勤務表作成、時間外管理、研修管理、委員会運営、
教育⽀援管理⽇誌など看護部⾨の様々な業務をサポートします。

●退院サマリ／診療情報管理システム Medi-Bank

病院機能評価、診療録管理体制加算取得にも効果的で、退院サ
マリ、がん登録、DPC様式1登録などをトータルに⽀援する診
療情報管理システムです。

パシフィックシステム株式会社
●アナログメーターやデジタル表示器の自動読取システム
読取った情報は、画像や数値データ、グラフとして確認でき
ます。各種センサーのデータ収集と表示も可能です。

ジェイズコミュニケーション株式会社
■ ＳCＶＸ

インターネット分離ソリューション

ＳＣＶＸは総務省のネットワーク分離要件を満たす⾼いセキュ
リティとユーザーの利便性を最⼤限保持したユーザビリティが
特⻑です。ファイル無害化オプションはサーバを追加すること
なく、国内最速処理を誇ります。

株式会社システムベース

東芝テック株式会社

株式会社インフィニテック

●POS QT-200 (Shopworks 7G)

抜群の柔軟性。店舗の合わせてシステムが構築できます。

●自動釣銭機

VT-330

⼈⼿不⾜対応やお客様の待ち時間の短縮化。

●予約管理システム

ebica

お店の集客⼒を⾼め、商売繁盛を⽀える予約台帳システム。

●計量ラベルプリンタ

H-6000

ラベルレイアウトが⾃由に表現豊かに︕⾼速・⾼精細な計量
ラベルプリンタ。

●ラベルプリンタ

KP-70

より正確、より迅速な運用を追求した先進ラベルプリンタ。

●デジタルサイネージ

イベント・店舗等の案内、情報発信を省コスト・省エネ化

株式会社オービックビジネスコンサルタント
●業務パッケージソフト 「奉⾏シリーズ」

最新の奉⾏クラウドシリーズ、勤怠、軽減税率対応商品、
奉⾏i10、VERP10シリーズのご紹介

●労働保険、社会保険の申請書を簡単自動作成
「PSD労働社会保険」

PSD社会保険の活用で健康保険、厚⽣年⾦保険の各申請を
【電⼦化】＆ 【紙出⼒】及び【利用⾃動記録】

株式会社みちのく流通システム
■カロリー測定装置「カロリーアンサー CA-HM」

近⾚外線分光分析法を利用した世界初の⾷品カロリー測定器が
更にパワーアップし登場。最短約3分で計測可能、液体⾷品に
も対応しました。付属ソフトウェアが⽇々の測定データ管理を
サポート致します。

株式会社システムリサーチ
■ＣＴＩコネクテル

さまざまなシステムに簡単にＣＴＩ機能を追加︕
電話番号をキーに、現在ご使用中のSFAシステムやCRMシステ
ムに連携するCTIツールです。導入コストを抑え、これまで蓄
積してきたデータベースをそのまま使って、電話対応をより効
率化したい とお考えの会社にお勧めです。

■ＢＩＧ顧客管理Ｎｅｏ

顧客情報の⼀元管理で、営業⼒とサポート⼒を強化
お客様のニーズや傾向をデータベース化して徹底的な
「顧客本位」の経営をサポートします。

エプソン販売株式会社
●ライティングプロジェクター EV-100

飲⾷店やウェディング会場、アパレル店舗など様々な空間を
華やかに彩る空間演出向きプロジェクター。

■医療ソリューション

●インラクティブプロジェクター EB-1470UT

■帳票ツール「RapidReport」

●モバイル提案

電⼦カルテシステム等、医療情報システムのご紹介
発展を続ける RapidReport

■Web帳票配信システム

帳票作成・管理をシステム化することで、コスト削減と効率化
が実現できます。

■ＳＳＤ体験コーナー

デスクトップＰＣを2台並べ、ＨＤＤとＳＳＤの速度差を体験
いただきます。

■⽣産管理システム「Telegno-SYS」
■HDD物理破壊ディスククラッシャー「CrushBox」

プレゼンに説得⼒を︕

会議に時短を︕

PX-S06B、EB-1795F

・インストール不要、労働時間短縮・経費削減
・用紙や印刷コスト、準備の時間を削減できます、
・参加者全員が同じタイミングで紙をめくるように画面が
同期します
・⾃宅・出張先・移動中・お客様先など、
いつでもどこにいても会議に参加できます。

●ビデオ会議＆支援システム 「Active Web Video」
・ユーザー⽀援システムとしての活用
・遠隔からオペレータがお客様のパソコン画面を確認しながら
操作説明が⾏えます。
・ビデオ通話、チャット/ファイル転送機能、画面共有機能

●校務パソコンとファイルサーバのセキュリティ
「D-Protector」
・専用USBキー1本で、⼆要素認証・情報漏洩対策
・ファイル操作、アクセスログの取得
・セキュア情報領域の暗号化

・外部記憶デバイスを制御
●「ComMate for School」

・校務の効率化からはじめる時間の創出
・保護者へのお知らせを⼀⻫配信できます。
・面接⽇調整などアンケート配信・回収が可能です。
・お知らせ配信毎の既読確認が可能です。
・緊急時の連絡はCom Mate for School 1つで万全。
・オプションで安否確認システム搭載可能です。

ブラザー販売株式会社
●スキャンカット SDX1200

幼稚園、保育園の先⽣⽅必⾒︕POP作成や装飾物の作成などの
カット業務効率化︕ハサミやカッターを使わずに、紙や布を好
きな形にカットできるカッティングマシン。

●A4モバイルプリンター PJ-773

富士通診療所向け電⼦カルテ「HOPE LifeMark-SX」、その他
電カル/訪問看護システムと連携可能。現場で印刷、現場で完
結。業務効率アップツールとして活用可能なA4感熱モバイル
プリンター。

●A4ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ複合機 MFC-J1605DN／MFC-J988N

富士通診療所向け電⼦カルテ「HOPE LifeMark-SX」と連携可
能なA4インクジェット複合機。カルテ2 号紙、処⽅箋、指示
箋、服薬情報など電⼦カルテから出⼒可能。

●4インチ感熱モバイルプリンター RJ-4250WB

頑丈＆コンパクトで多彩な機能搭載の4インチ感熱モバイル
プリンター。各種伝票・領収書など発⾏可能で⼿書き処理の非
効率さを解消、業務効率アップ︕

●感熱ラベルプリンター TD-4550DNWB

様々な感熱ロール紙、ファンフォールド紙に対応可能、
ラベル幅4インチ対応の⾼機能モデル。物流現場で利用される
PDラベルやSCMラベル等その場で作成可能。

富士ソフト株式会社
●教育ICT専用端末「みらいスクールステーション」

毎⽇使われる教育ICT。全国850校の導入実績。授業、学校
⾏事、防災等幅広いシーンで活用できます。

外出先で、訪問先で効率的に業務を改善。
エプソンで“働き⽅改⾰”。

●プログラミング教材「proro」(プロロ)

●ゴルフスイング解析ツール MT-G500

打つ、⾒る、その場でアドバイス。スイング改善をサポート。

株式会社エルモ社 エルモSyncカンパニー
●⼀体型電⼦⿊板 「バイシンク・ボード」

●ペーパーレス会議システム「Active Web Presentation」

他

学校教育において授業での活用が進む電⼦⿊板とタブレットの
活用を促進するバイシンクをご紹介致します。

⼿のひらサイズで機敏に走るロボット。専用アプリでプログラ
ミングすることで、論理的思考⼒を⾝につけることができます。

株式会社ニッセイコム
●⼈事情報管理・給与計算
「GrowOne⼈事SX/給与SX」
出展内容は予告無く変更する場合がございます。予めご了承下さい。

