(株式会社 マイティネット ・株式会社パルウェーブ)

ソリューションフェア２０１8
Advance to open stages 〜 お客様とともに限りなき発展のステージへ！ 〜

11/22（⽊）
10:30〜17:00
ひろしまハイビル21 17階
(広島市中区)

[⼊場無料]
●セミナー
①「AI技術動向とHuman Centric AI Zinraiのご紹介」

②「RPA(Robotic Process Automation)のご紹介：エネロボ」

11：00〜11：50

13：30〜14：20

株式会社富⼠通マーケティング
商品戦略推進本部 サービス＆プロダクトビジネス推進
統括部 ＡＩ＆ＩｏＴビジネス推進部 瀬沼 信⼀⽒

株式会社パルウェーブ
技術部 増⽥ 真由⼦⽒
働き⽅改⾰に貢献できるツールの１
つとして注⽬されているRPA。本セミ
ナーでは｢エネロボ｣にフォーカスし
て、RPAとはどのような動きをするも
のなのか。RPA導⼊のファーストス
テップをご紹介します。

AIの最新の技術動向を踏まえ、AIにつ
いてわかりやすく解説します。
⼈がもっと⼈らしく暮らしていくこ
とをサポートするICT。その機能や
サービス体系をご紹介します。

③「富⼠通の最新超軽量PCで実現。安価に始める働き⽅改⾰」

④「Windows10への移⾏ポイントと働き⽅改⾰活⽤のご紹介」

14：40〜15：20

15：40〜16：30

富⼠通株式会社
フロントコンピューティング事業本部
ビジネス推進統括部 販売推進部
⽯川 貴弘⽒

株式会社富⼠通マーケティング
商品戦略推進本部 サービス＆プロダクトビジネス推進
統括部 サービスコンダクターセンター 岩野 朋⼦⽒

社内、社外、移動中とあらゆるシー
ンで情報を活⽤する時代となりまし
た。最新PCに搭載されている機能で
実現する安価に始められる働き⽅改
⾰についてご紹介します。

主催：株式会社マイティネット、株式会社パルウェーブ
後援：株式会社広島銀⾏

Windows10への移⾏導⼊に重要な計
画・準備とセキュリティ強化がで
きるVDI。情報共有の新しい姿
Office365をご紹介します。

●展⽰ブース

開催⽇：11/22（⽊）

【SKYSEA Client View】
Sky株式会社

Ａ

IT資産管理・ログ管理・デバイス管理など「情報漏洩
対策」と「IT運⽤」に必要な機能を搭載。
サイバー攻撃へのリスク対策とマイナンバーの安全運
⽤を⽀援する機能を強化。

【検品君】
株式会社フレックスシステムファーム

Ｂ

「検品君」は導⼊実績1500倉庫、コンサルティング
型パッケージです。
業務単位の導⼊も可能です。

【Orion ONE 販売管理（Saiphis）】
株式会社マイティネット

Ｃ

基幹システムを元に競争⼒強化、業務効率改善に向け
た販売管理システムを構築します。
データ分析、取引先とのデータ連携など様々なシステ
ムメニューをご提供します。

【会計仕訳データ作成・売掛⾦消込】
株式会社マイティネット

Ｃ

⾦融機関のＦＢサービスを利⽤した、経理事務を⽀援
するソフトです。簡単な操作で煩雑な債権管理や債務
管理の効率化が図れるオリジナル商品です

【Tableau（情報のビジュアル分析）】
株式会社シリウス・データサイエンス

D

Tableau は、誰でもできるデータ分析ツールです。
既存のソリューションよりも10〜100倍も⾼速で瞬時
に「⾒える化」が可能です。
低コストでインストール・設定も簡単。

【戦略情報会計システム OPEN21 SIAS】
株式会社ICSパートナーズ

E

技術で会計業務をお⼿伝いする新技術アプローチ〝ア
カウンテック″始動！ペーパーレス化を進める『ファ
イルLINK機能』『会計BI機能』等に加え『AI-OCR機
能』にて経理業務を強⼒に⽀援。

【病理システム

Dr.へルパー】

株式会社マイティネット

F

昭和62年の誕⽣以来、多数のお客様現場で育んだノウ
ハウに基づき、常に進化し続ける病理システムです。
豊富な機能で業務を⽀援し、多彩なチェック機能や検
体のバーコード管理で医療事故を未然に防ぎます。

【精神科向け電⼦ｶﾙﾃ Alpha】
株式会社レスコ

F

レスコは⽇本でオンリーワンの「精神科専⾨」
ソリューションプロバイダです。
精神科医療の進化の為に培ってきた技術⼒を⽤いて
IT技術の側⾯から医療をサポートしていきます。

【ＩＴ診断/セキュリティ診断】
株式会社マイティネット

F

企業成⻑の為には、ITを積極的に活⽤して｢経営⾰新｣
｢業務改⾰｣を継続的に実⾏することが求められていま
す。現状抱える｢問題発⾒のきっかけづくり｣｢問題解
決の⽅向づけ｣をご⽀援します。

【軽量モバイルPC・Office365】
富⼠通株式会社

G

薄くて軽量なパソコンLIFEBOOK Uシリーズといつで
もどこでも仕事ができるOffice365で皆様のテレワー
クを応援します。

【Human Centric AI Zinrai ⼿書⽂字列認識】
富⼠通株式会社

H

⼿書き伝票の認識などに活⽤できる、⼿書⽂字列認識
のAIです。富⼠通独⾃の技術により、従来の1⽂字単
位の認識ではなく、1⾏の⽂字列全体を⾼精度に認識
します。
【 Enterprise Application GLOVIA iZ⼈事給与】

富⼠通株式会社

I

GLOVIA iZ⼈事給与は、働き⽅改⾰の実現に向けて
「業務の効率化とスピードアップ」「経営資源として
の⼈材管理」「環境の変化への追随」をご⽀援するソ
リューションです

【WaWaOffice】
株式会社アイアットOEC

J

WaWaOfficeは、導⼊時のコストを⼤幅に削減可能な
クラウドサービスです。グループウェアを中⼼とし、
オプションのワークフロー、簡易データベース、営業
⽇報管理が連携いたします。

【建築設備設計CAD・EQ-Ⅱ】
株式会社マイティネット

K

ＥＱ−Ⅱは、AutoCAD・BricsCAD上で“使いやすさ”
＝“簡単操作”と“⾼機能な専⽤機能”を両⽴させた、建
築設備設計⽤のCADソフトです。
『躯体』『電気』『機械設備』の３商品から成ります。

【EQ- Lite】
株式会社マイティネット

K

ＥＱ-LiteはBricsCADで動作する業種にとらわれなく
利⽤できる便利コマンドを集約したソフトです。230
個ものコマンドが搭載されておりBricsCADにアドオ
ンするだけで、作業の効率がアップされます。

【BricsCAD】
アルファテック株式会社

K

圧倒的なコストパフォーマンスのdwg互換ＣＡＤ です。
使い慣れたネイティブdwg上で⾼度な2D作図ツール
と3Dダイレクトモデリング機能を統合しています。

【CADmeister】
⽇本ユニシス・エクセリューションズ株式会社

K

常識や限界を超えたデザインから、新しい「かたち」
を造り出す現代の匠たち。CADmeisterは、「ものづく
り」にこだわる現代の匠のベストパートナーとして、
⾰新的技術の開発に挑戦しつづけます。

【⽣産管理・原価管理】
株式会社アミック

L

⽇本の製造業が育てた国産ERPソリューション。
調達から⽣産・原価・収益・販売物流をシステム統合
し関係会社・複数⼯場・海外拠点を含めたSCMを実
現。

●展⽰ブース
【ﾌｧｸﾄﾘｰﾀｰｺｲｽﾞ販売管理システム】
北陸コンピュータ・サービス株式会社

開催⽇：11/22（⽊）

L

数多くの導⼊実績があるターコイズ販売管理を中堅・
中⼩製造業向けに「実績管理」 「原価管理」の⽣産
管理を追加し、ご提供いたします。今回の機能拡張に
より、ターコイズがさらに光り輝きます。

【XC-Gate.ENT 帳票の電⼦･ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化】
株式会社テクノツリー

L

現場の⾒える化をタブレット端末で実現。
点検データ＋PLC機械データを取得し、IoTツールと
して現場の「⾒える化」を推進いたします。

【AI-OCR】
富⼠ゼロックス広島株式会社

M/N

膨⼤な⽇々の定型作業を⾃動化し「コア業務にシフト
したい」、「”毎⽉の請求書消し込み”等定型の紙から
始まる様々な業務を⾃動化し、効率化したい」などの
課題を解決するソリューションをご紹介します。

【エネロボ】
株式会社エネルギアコミュニケーションズ

Ｏ

定型業務を効率化する「ＲＰＡサービス」です。
スピーディかつ⼿軽に導⼊できるようクラウドサービ
スとしてもご提供します。

【ＩＤＣ（データセンター）】
株式会社マイティネット

P

ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰのｻｰﾊﾞ環境をお客様専⽤としてご利⽤頂く
「IaaS」、お客様のｻｰﾊﾞをお預かりする「ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ｣を
ご紹介。ｻｰﾊﾞ監視や運⽤代⾏にも24時間体勢にて対応
した安⼼安全なｻｰﾊﾞの運⽤環境をご提供します。

【ｾｷｭﾘﾃｨ対策ｼﾘｰｽﾞ ｾｷｭｱ「WEBﾒｰﾙ」「ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ」】
株式会社マイティネット

P

⾼度化･巧妙化するｻｲﾊﾞｰ攻撃への対策となる「ｾｷｭﾘﾃｨ
ｿﾘｭｰｼｮﾝ」をﾜﾝｽﾄｯﾌﾟで提供するｻｰﾋﾞｽです。ｻｰﾊﾞの運
⽤代⾏にも対応し、安⼼･安全な電⼦ﾒｰﾙとﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの
運⽤環境をご提供します。

【ｾｷｭﾘﾃｨ対策ｼﾘｰｽﾞ ｾｷｭｱ認証「WisePoint」】
ファルコンシステムコンサルティング株式会社

Q

ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞﾏﾄﾘｸｽなど多彩なﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ認証に対応し、
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｼﾝｸﾞﾙｻｲﾝｵﾝ運⽤を容易に実現します。ｸﾗｳ
ﾄﾞやｽﾏｰﾄﾃﾞﾊﾞｲｽにも対応し、安⼼･安全で利便性の⾼
いｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ運⽤を⽀援します。

【ＢＰＯ（給与事務代⾏）】
株式会社マイティネット

Q

総務・⼈事部⾨の業務を当社が代⾏することで、属⼈
化しがちな業務の標準化や、類似・重複業務の統合・
集約による業務ﾌﾟﾛｾｽ改善と運⽤ｺｽﾄ削減・⽣産性向上
を実現します。

【ﾕﾆﾎﾞ】
富⼠通株式会社

R

新しいコミュニケーション価値を提供するロボットデ
バイス「ユニボ」。AI技術を活⽤し、話者の性別・年
齢や感情に応じて会話を変えることが可能。様々な
シーンで⼈に優しいコミュニケーションを提供します。

【公⾦収納】（LGWAN対応）
株式会社マイティネット

S

納付者の利便性が向上する新しい収納チャネル（マル
チペイメント、コンビニ、クレジット）及び⼝座振替
に対応しており、低コストで効率的な公⾦収納業務を
⽀援いたします。

【緊急連絡／安否確認サービス】
富⼠通株式会社

S

普段からも利⽤しているＥメールを活⽤し、従業員／
職員の緊急連絡や招集、安否情報の収集を⾏います。
地震などの気象情報と連携した⾃動発信機能も装備。
普段の業務連絡⼿段としても利⽤できます。

【LiveTalk】
富⼠通株式会社

S

発話者の発⾔を⾳声認識し、即座に翻訳・テキスト変
換することで、発⾔内容を複数端末にリアルタイムで
翻訳・テキスト表⽰する、多⾔語対応も可能なダイバ
ーシティ・コミュニケーションツールです。

【勘定/固定資産/申告奉⾏】
株式会社オービックビジネスコンサルタント

T

⽇次の仕分け⼊⼒・チェック業務などの中⼼業務を、
正確かつ効率的に処理できるだけでなく、業務付加領
域のシステム化でさらなる業務効率を実現し、会計業
務全体の⽣産性を向上します。

【⼈事/給与/就業/法定調書奉⾏】
株式会社オービックビジネスコンサルタント

T

働き⽅改⾰関連法に向けた備えはもちろん、あらゆる
制度改正やITを含めた環境変化に継続的に対応できる
システムです。多様な働き⽅に対応し、労務リスクを
抑制できる「会社の仕組みづくり」をサポートします。

【商/蔵奉⾏】
株式会社オービックビジネスコンサルタント

T

消費税10％・軽減税率に完全対応。負担が⼤きい業務
時間を⼤幅に削減する、豊富な機能を標準搭載してい
ます。様々な業種・業態に対応し、最適な業務プロセ
スをご提供いたします。

【〈ひろぎん〉多機能ICカード[社員証]】
株式会社広島銀⾏

U

〈ひろぎん〉多機能ＩＣカードは、社員証機能と電⼦
マネー機能に加え、企業様独⾃のオリジナル機能も搭
載可能。勤怠管理・⼊退室管理・複合機などの業務効
率化が図られ、キャッシュレスライフが広がります。

【就業管理クロノス】
クロノス株式会社

U

勤務時間に関するあらゆる情報を掌握・活⽤するシス
テムです。勤務時間等の⾃動集計や給与ソフトへ連動
するデータの作成、変形労働時間制への対応など業務
の効率化・⾼速化・⼈件費の適正化に貢献します。

【情報化研修・ヒューマン系研修】
株式会社パルウェーブ

U

企業様の現状をヒアリングし、お悩みやスキルアップ
に合わせたオリジナルのプランやカリキュラムをご提
案いたします。また、Office研修など、多岐にわたる
研修をご⽤意しております。

開催⽇：11/22（⽊）
●出展企業⼀覧
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●会場：ひろしまハイビル21 17階

住所 ：広島市中区銀⼭町3番1号
最寄駅：広島電鉄本線「銀⼭町」電停（徒歩２分）
[会場内ブース会場]

[会場周辺]

※駐⾞場はありません。公共交通機関をご利⽤頂くか、お近くのコインパーキングをご利⽤下さい。
個⼈情報の取り扱いについて

お客様がご⼊⼒・ご記⼊頂いた個⼈情報は、本セミナーを主催する株式会社マイティネットが、下記①〜③の利⽤⽬的で利⽤致します。
①お問合せ、ご意⾒に対する回答 、 ②当社からの情報提供（当社サービスに関する情報提供、各種キャンペーンのお知らせ等）
③当社のサービスに関するマーケティング活動（アンケートなどご意⾒の収集等）
本ソリューションフェアの参加登録・当⽇受付やアンケート提出などにあたって、マイティネットにおける個⼈情報の取扱について必ずご確認下さい。
マイティネットの個⼈情報保護⽅針、及び収集させていただくお客様の個⼈情報取り扱いについては、弊社ホームページをご確認下さい。
[ http://www.mighty.co.jp/company/privacy/index.html ]

セミナー・展⽰ブース会場ご来場の事前申し込みは、ホームページから受け付けております。
ホームページ

https://www.mighty.co.jp/form/seminar_apply/input
マイティネットグループ フェア

お問い合わせ先
マイティネットグループ
ソリューションフェア事務局

〒７３３‐０８３４
広島市⻄区草津新町１丁⽬２１−３５
広島ミクシスビル
TEL：０８２−５０１−０３６０

担当

検索

