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Room 1007
(ソリューション各種)
株式会社
アイエステクノポート
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基幹業務システムのクラウド化
ここがポイント

こんな使い方、あんな使い方！？
スマートデバイスの業務活用事例

企業の機密情報を守る、
情報漏洩を防ぐために必要な対策とは

帳票アウトプットソリューション
UT/400ファミリー

ふくろう販売管理システムは、個別カスタマ
イズができるデスクトップアプリに安全性を
充たしたクラウドＤＢを採用したハイブリッ
ドモデルで、出荷後1年半程で20社本稼働中。
クラウド化のポイント、導入顧客の傾向等の
経験談と、ふくろう販売-スマフォ出荷処理
(参考出品)のご紹介をします。

スマートデバイスの業務利用はもう検討されま
したか？自社業務のどこで活用できるのか？
今ひとつピンとこない方必見。ＬｏｎｇＲａｎｇｅ
は様々な業務の現場仕事でお役に立ってきまし
た。パソコン業務の延長だけではなく、専用端
末やハンディ・紙等からの置き換え利用につい
て事例とデモを交えてお伝えさせて頂きます。

マイナンバ―を含む特定個人情報をはじめ
機密情報取り扱う各企業において、 内部から
の情報漏洩対策や外部からのサイバー攻撃対
策は今後ますます重要になってきます。
本セミナーでは、ファイル暗号化による内部
からの情報漏洩対策および外部からの不正ア
クセスによる情報流出対策ソリューションを
ご紹介いたします。

IBM i(AS/400) の帳票をサーバーレスで電子化・
カット紙化が実現できるUT/400ファミリー。
帳票の有効活用、コスト削減、業務の効率化
など、お客様の導入事例もご紹介致します。

2

株式会社ケイ・アイ・エス・エス

IBMiモダナイズ！構築事例と
お役立ち活用法のご紹介
取引先から受取ったExcelデータをコピーして
受注入力、Web環境でデータ入力し帳票を電
子帳票化、スマフォのブラウザだけでなく手
書きメモやスキャナ連携など、そんな”あった
らいいな”を実現した事例や、お役立ち活用手
法をご紹介します。

2
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株式会社ミガロ.

IBM i基幹業務モバイル活用の
最新ミガロ．製品を一挙ご紹介！
IBM i 基幹業務と連携するミガロ．製品の最
新モバイル機能をご紹介します。
●Delphi/400：PC、iPhone、iPad、Android等
のマルチデバイス対応アプリを１ソースで開発
●SP4i： RPGでWeb＆ハイブリッドモバイル
アプリ開発
これらツールの概要や特徴を事例やデモを
交えてお届けします。

日本アイ･ビー･エム株式会社

第28回 ユーオス関西
IT POWER UP フェア 2016
クラウド、モバイル、ビッグデータ、セキュリティ…あなたの探しているソリューションが必ず見つかります。

2016年7月14日（木）
10時30分〜17時30分
時 分
時 分（受付開始：10時00分）
時 分）
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野崎印刷紙業株式会社

統合アプリケーションプラットフォーム・
IBM iのご紹介

カラ−インクジェットラベルプリンタ−
TM−C7500のご紹介

IBM iシリーズは、従来型の基幹システムに加
え、デジタル・ビジネス時代に求められる新
しいデータ処理の双方を簡単に運用する事が
可能な 統合アプリケーションプラットフォー
ムとして進化を続けています。
当セッションでは、コグニティブ時代を見据
え、IBM i の、最新テクノロジーとソリューシ
ョンをご紹介致します。

昨年に発売を開始したEPSON TM-C7500をよ
り詳細にご紹介致します。ＡＳ／４００で熱
転写ラベルプリンタ−を使用しラベル発行を
しているが、カラ−インクジェットラベルプ
リンタ−に変更を検討中のお客様へ！是非と
もご協力させて下さい。ご相談に応じます。

主
催：ユーオス・グループ関西支部
特別協賛：日本アイ・ビー・エム株式会社
協
賛：関西地区愛徳会
BAC（ビジネスアライアンスコンソーシアム）
関西IBMユーザー研究会

䛂䝴䞊䜸䝇䞉䜾䝹䞊䝥䠄㼁㼟㼑㼞㻌㻻㼞㼕㼑㼚㼠㼑㼐㻌㻿㼥㼟㼠㼑㼙㼟㻌㻳㼞㼛㼡㼜䠅䛿
㻵㻮㻹䝬䞊䜿䝑䝖䝡䝆䝛䝇䛻ᦠ䜟䜛㻵㼀㛵㐃ᴗ䛾㞟ᅋ䛷䛩䚹䛃

LUNCH TIME

13:00

スペシャル
トークライブ

「宗次流 独断と偏見の経営哲学」

テーマ
テ
ーマ
ー
マ：「Watsonとコグニティブ・
コンピューティングの最新動向」
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Room
14:00

14:10

14:40
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株式会社ヴィンクス

16:40

16:50

17:20
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株式会社ICSパートナーズ

株式会社プロット

e-文書法規制緩和がもたらす業務の
効率化と会計情報の利活用！

セキュアなファイル転送＆共有を
実現するために

刻々と変わるシステム環境の中でバックアッ
プ、災害対策は事業継続性において非常に重
要な役割を占めています。クラウドを活用し
たバックアップ、IAサーバーとのバックアッ
プ共通化、遠隔事業所を利用した災害対策や、
データセンターを活用した障害対策等、ニー
ズやコストに合わせて様々な事例を紹介いた
します。

e-文書法が規制緩和され、全ての証憑書類の
スキャナ保存が可能になることで、書類の保
管にかかわる手間やコストは大幅に削減され
ます。しかし、会計情報をただ保存しておく
だけではもったいないです。DWHとBI機能を
搭載した「OPEN21 SIAS」は、そうした会計
情報の徹底的な利活用環境を実現します！

企業がどのような方法でファイル転送・共有
を行っているのか、またよく利用される転送
・共有方法の課題についてご案内させていた
だき、課題の対策を弊社製品「Smooth File」
の内容を交えてご紹介させて頂きます。

D
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業務とシステムの見える化ツール
「XupperⅡ」
と、超高速開発ツール「GeneXus」による、
IBM i の既存データ資産を活かした、保守性の
高いアプリケーションの高速開発を、事例を
交えご紹介いたします。UI・操作性の向上や、
モバイル化対応、保守対応の属人化軽減を実
現します。
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ＪＢＣＣ株式会社

既存IBM i 資産を活かした
超高速開発のご紹介
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「 Watsonとコグニティブ・コンピューティングの最新動向 」

Room
16:10

宗次 德二 氏

カレーハウスCoCo壱番屋 創業者

IBMiのバックアップ・災害対策
事例紹介

15:00

16:00

テーマ
テ
テー
ーマ：「宗次流 独断と偏見の経営哲学」

IBMは、６年間の研究開発を経て、学習するシステム「ワトソン」を開発した。ワトソンは、2011年に、
米国で50年以上続くジョパディというクイズ番組で、二人のチャンピオンと対戦し勝利をおさめた。
それ以来、コグニティブ・コンピューティングのビジネスや事業への実応用を推進するとともに、関連
する先進テクノロジーの研究を続けてきている。それらについて事例も含めて最新情報を解説する。

1001,1002
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株式会社
IIJグローバルソリューションズ

日本アイ・ビー・エム株式会社

4

セブンシステム株式会社

研究開発担当 執行役員 工学博士

4

株式会社ビーティス

ここでしか聞けない！
IBM iクラウド最新活用方法

データ分析BIツール
『Datacocktail Web-OLAP』のご紹介

BCP(事業継続対策)の視点から見た
システム運用の考慮点

IIJ GIO Power-iサービスの提供開始から3年、
最近ではコストメリットや運用アウトソース
の観点だけではなく、オーバースペックなマ
シンをクラウドで最適化したり、BCP対策と
してバックアップ環境にクラウドを採用する
お客様が増えてまいりました。具体的な事例
を基にIBM iクラウドの最新活用方法をご紹介
いたします。

「見たい時に」「必要な場所で」「見たい人」
が簡単自由に分析する事により、正確で必要
な情報を得る事ができます。Webブラウザ上
での簡単なマウス操作で、多次元分析・情報
の共有が可能です。使いやすさを重視したユ
ーザー様目線のBIツール！詳しくはセッション
にてご説明致します。

東日本大震災では90%以上の企業が間接被害
型で倒産しており、日本のどこにいても安全
とはいえません。当セッションでは、20年間
システム(主にIBM i)の2重化による事業継続ソ
リューションを構築・サポートしてきたビー
ティスの経験を基に、システム継続に必要な
考慮点を運用面からお話しいたします。

5

株式会社クライム

5

ベル・データ株式会社
(デジタル・インフォメーション・
テクノロジー株式会社)

AS/400 DB2のデータをもっと活用する！
簡単に出来るDB間連携手法

Excelと共存可能なツールで
大幅に業務を効率化する“xoBlos”

AS/400 DB2のデータをOracle/MySQL/SQL
Server/PostgreSQL等の異種DBと連携するには？
DBリアルタイムレプリケーションツール
「DBMoto」を使用し、AS/400からデータを
連携するための最適手法・活用術をデモを交
えてご紹介します。

xoBlosは、今や業務に欠かせない存在となった
Excelの作業にまつわる手間を大幅に削減、効
率化するExcel業務改善ソリューションです。
これまでの業務の流れを変えずに導入でき、
データ連携や帳票作成を実現することが可能
です。 また、レイアウト変更を行う際もプロ
グラムの知識を必要とせず、各種設定の変更
で行える製品です。

5

ネオアクシス株式会社

D
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久世 和資

見どころ

株式会社
アイエステクノポート

技術者の世代交代を考慮した
資産継承の実現
システムの安定性、高可用性、資産継承に
おいて万全なIBM i(AS/400)ですが、RPG技術者
の高齢化、属人化、技術者不足などが問題と
なっています。
本セッションでは、この課題解決に有効な
「SS/TOOL-ADV」をご紹介致します。

D
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株式会社アイ・ディー・シー

会場

聴いて役立つ20セッション！
最新ソリューション満載の展示42ブース！

大阪国際会議場(グランキューブ大阪)
大阪府大阪市北区中之島5-3-51
TEL：06-4803-5555

申込方法

7月11 日締め切り。

Toolboxシリーズに『監視』
『運用管理』
「FREE MAIL Plus」メールも
ツールが新登場！
FAXもExcelもPDFもこの一本で解決!
●Toolboxシリーズに２つの製品が新登場！
◇サーバやネットワークの稼働状況を自動監
視し、変化／異常等があれば管理者へ通知す
る『監視ツール』
◇IBMi と OPEN系(Windowsや Linux、AIX 等)を
連携してジョブ管理が可能な『運用管理ツー
ル』いち早く最新情報をご紹介いたします。

ビジネスのスピードアップと通信コスト削減
には、帳票と取引データのスムーズな配信が
伴です。自動メール／FAXで、業務効率を向上
し、コスト削減を実現するパッケージソフト
ウェアをご紹介します。受注メールのインポ
ート、実績データのExcel／PDFファイルへの
展開とフォルダーへのエクスポートも可能です。

http://www.uos.jp/kansai2016
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アクセス

IT POWER UP フェア 2016

展
ネオアクシス最新ソリューションのご紹介

①AS/400 DB2データ連携活用術②仮想環境のBCP対策

株式会社IIJグローバルソリューションズ
IIJ GIO Power-iサービスはクラウドベンダーが提供するIBM iクラウドサービスです。
サービスの提供開始から3年が経ち、IBM iクラウド利用がますます普及してまいりました。
本ブースではお客様にメリットをもたらすIBM iクラウドの様々な活用方法を具体的な事
例を基にご紹介いたします。
システム解析・ドキュメント作成ツール SS/TOOL-ADV

株式会社クロスユーアイエス

株式会社アイエステクノポート
RPG・COBOLで構築されたアプリケーション・システムの現状を分析、管理・保守作業を効
率化と自動ドキュメント作成を実現し、
アプリケーションの「見える化」
を可能とするツール
をデモを交えてご紹介致します。
帳票アウトプットソリューションUT/400ファミリー

IBMiやOracle・SQLServerなどのDBから、ユーザーが自由に様々な視点でデータの抽出・
集計・加工・レポート作成ができるBIツールです。日々の業務に便利なポータル機能や、
外部アプリケーションからの利用を可能にするWebサービス機能など、様々なシーンで
ご活用いただけます。
IBMiモダナイズ！構築事例とお役立ち活用法のご紹介

株式会社アイエステクノポート
UT/400ファミリーは、サーバーレスで帳票周りのお悩みを解決する、
アウトプットソリューシ
ョンです。
本ブースでは、
CSVからノンプログラミングで帳票作成が出来る新製品「UT/400-C2P」
とIBM i 帳票ツールの定番「UT/400-iPDC」
を出展致します。
e-文書法規制緩和がもたらす業務の効率化と会計情報の利活用！

迷わせない、探させない、考えさせないＷＭＳ「Ｋｌｏｇ２１」
「Ｋｌｏｇ２１」は様々な業種に対応したＷＭＳです。倉庫内の在庫管理や作業進捗をリ
アルタイムに管理することで、在庫や業務の「見える化」
を実現します。そのほか、運輸業
向けシステム
「Ｋｔｒｎ２１」
や流通ＢＭＳ対応ＥＤＩソリューション
「ＶＩＰＳ−Ｗｅｂ」
など物流、流通業務をサポートするソリューションをご紹介します。

株式会社ＣＳＩソリューションズ

基幹システムから出力される帳票や取引データをスムーズに配信することで、
コスト削減
・業務効率アップを実現するパッケージソフトウェアです。発注書等をメール／FAXする
だけでなく、受注メール等の基幹システムへのインポート、実績データ等のExcel／PDF
ファイルへの展開とフォルダーへのエクスポートも可能です。

従来グローバル企業は拠点ごとにファイルサーバを導入する必要があり、拠点間のファ
イル共有にはファイル転送などで対応せざるを得ませんでしたがPanzuraを導入する
ことで、
グローバル企業の世界中に分散するファイルサーバを統合し、拠点間で安全か
つ快適なファイル共有を実現できます。
既存IBM i 資産を活かした超高速開発

カスタマイズ可能な販売管理パッケージ「ふくろう販売ver2」

アステム株式会社
300社以上の導入実績がある
「ふくろう販売」は、市販会計(弥生・奉行・大臣)とも連動する
見積・受注・売上・入金・発注・仕入・在庫管理の統合業務システムで、いわば「下町のERP」
です。他システムからのマスターやデータ取込はもちろん、EDIやモバイル等のシームレス
な連動も可能な販売管理システムです。

ＪＢＣＣ株式会社
業務とシステムの見える化ツール「XupperⅡ」
と、超高速開発ツール「GeneXus」による、
IBM i の既存データ資産を活かした、保守性の高いアプリケーションの高速開発を、
デモ・
事例を交えご紹介いたします。UI・操作性の向上や、モバイル化対応、保守対応の属人化
軽減を実現します。
中小製造業のIT投資による業務効率アップソリューションのご紹介

製造業ビーハイブ（BAC/Business Alliance Consortium）
関西の産業を支える中堅・中小製造業。その「ものづくり」IT戦略を考え、IT投資による業務
効率がアップするソリューションをご提案いたします。今回は、販売系・保守系と、生産系
ソリューションに加え、助成金の活用視点についてもご紹介致します。今後のIT戦略を立
案するためにぜひご来場ください。
『POWER iAP on i 』発表！

パソコン稼動管理システム

OSSツールを実装した intra-mart Accel Platform が IBM i 上でNative稼働！
intra-martとIBM i 既存資産の"ALL IN ONE"を実現した『POWER iAP on i 』
をご紹介します。

データ分析BIツール『Datacocktail Web-OLAP』のご紹介

IBMiのバックアップ・災害対策事例紹介
刻々と変わるシステム環境の中でバックアップ、災害対策は事業継続性において非常に
重要な役割を占めています。
クラウドを活用したバックアップ、IAサーバーとのバックアッ
プ共通化、遠隔事業所を利用した災害対策や、データセンターを活用した障害対策等、ニ
ーズやコストに合わせて様々な事例を紹介いたします。

Web上で情報の「共有・可視化・自由分析」が実現できるBIツールをご紹介致します。操作
はマウス操作で行うので、ユーザー様の見たいものを見たいように動かすことが可能で
す。蓄積されたデータの『見える化』
をお手伝い！お気軽に弊社ブースまでお立ち寄りくだ
さい。
IBM i モバイル & セキュリティ

統合運用監視ツール「IVZ」のご紹介

株式会社ビーティス
BCP対策は進んでいますか？避難マニュアルや防災対策に加えて、有事の際でも最小限
の事業を守り、早期復旧への道筋を含めた仕組みがBCPです。地震予兆を把握しての
減災や緊急地震速報と連動した安否確認、各マニュアルをスマホに格納、社有車等の
位置把握・避難指示などの統合的なBCPソリューションをご紹介します。

株式会社福岡情報ビジネスセンター
マイナンバー取扱い監視サービス「MySOC」は、お客様の代わりに安全にマイナンバー
が運用されているかを監視するサービスです。また、タブレット系アプリケーション
「BizTouch-Checher」もご紹介させて頂きます。工程管理、作業報告において生産性を
上げるアプリケーションです。
ファイル転送・共有サービス「Smooth File」

株式会社プロット
Smooth Fileで企業間におけるファイル共有・送受信のセキュアな運用を実現致します。
メールに添付出来ない大容量ファイル、重要なデータを取り扱う場面、社内・取引先との
情報共有のお悩みをSmooth Fileが解決致します。
また、Smooth Fileはあらたに新バー
ジョンをリリース致しますので、
これまで以上に使いやすくなった内容をご案内致します。
選べるクラウド ”Power-Cloud for i”

ベル・データ株式会社
PowerSystemsもクラウド時代に。ベル・データのPower Cloudなら、①DCの場所が選べる、
②共用or専用でマシンが選べる、③IaaSはもちろんPaaSやSaaSなどの利用シーンも選べ
るクラウドです。基幹システムとして、開発機として、災害対策のバックアップとしてお客様
の様々なニーズにお応えします！
Excelと共存可能なツールで大幅に業務を効率化する“xoBlos”

セブンシステム株式会社

株式会社ヴィンクス

ベル・データ株式会社(デジタル
データ株式会社(デジタル・
・インフォメーション・テクノロジー株式会社)
xoBlosは、今や業務に欠かせない存在となったExcelの作業にまつわる手間を大幅に削
減、効率化するExcel業務改善ソリューションです。
これまでの業務の流れを変えずに導入
でき、データ連携や帳票作成を実現することが可能です。また、
レイアウト変更を行う際
もプログラムの知識を必要とせず、各種設定の変更で行える製品です。
IBM i 基幹業務モバイル活用の新製品・新機能を一挙ご紹介！

株式会社 ソルパック

株式会社ヴィンクス

株式会社BCN
1981年創刊の「週刊BCN」は、SIer・リセラーといった、IT製品やITサービスの販売に携わ
る方向けのITビジネスに特化した情報紙です。BCNブースではご来場の皆さまに、
この
「週刊BCN」を無料で進呈いたします。

ノックス株式会社
OBC奉行などの基幹業務パッケージと自動連携可能なBtoB/BtoC対応のWEB受注シス
テムで受注業務の効率化・売上UPの実現！予約・在庫引当などにも対応し、出荷業務ま
でスムーズに行え出荷までのリードタイムが短縮可能になります。発注業務については
Kintoneとの連携により簡単・安価で構築可能！

ゼネラル・ビジネス・サ−ビス株式会社

アソート株式会社
社内ネットワークのパソコンの電源ＯＮ／ＯＦＦの状態をサーバーで管理し、各パ
ソコンの稼働状況から利用時間の集計や不正利用されていないかどうかチェックす
ることができます。勤怠管理表の作成やパソコンの状態をメールで通知することも可
能です。

IBM iシリーズ(旧AS400) は、OS、,ミドルウェアを含む業務に必要な機能がすべて統合・実
装されたアプリケーションプラットフォームで、従来型基幹システムに加え、デジタル時代
の新しいデータ処理の双方を簡単に運用可能です。当ブースではIBM i の、最新テクノロ
ジーとソリューションをご紹介致します。
ITビジネス情報紙「週刊BCN」

野崎印刷紙業株式会社
昨年に発売を開始したEPSON TM-C7500のデモンストレーションを行います。
今までの様に印刷されたラベル毎にラベル在庫の必要は有りません。300mm/秒の
高速スピ−ドで印字が可能です。ＡＳ／４００でのラベル発行もご相談に応じます。
ラベルのご提供も当社にお任せ下さい。

マイナンバー対策はお済ですか？取扱い監視サービスMySOC

株式会社アイメック
音声合成機能によりデジタルサイネージのコンテンツを多言語対応させることができま
す！お手持ちのPowerPoint資料をご利用いただくだけで、手軽にアバターつきの表現力
豊かな動画コンテンツが作成でき、多言語で説明してくれます。広告のみならず社内研修
や商談にもお使いください。

①DataClasys：ファイル形式に依存せずほぼ全てのファイルを暗号化して利用できる
ソリューションです。CADデータやマイナンバー制度でのセキュリティ対策をご検討中の
お客様必見！②SS/400：IBMi稼動する本格的な会計システムです。消費税増税、軽減税率、
マイナンバー等、話題の改正へも迅速対応！
カラ−インクジェットラベルプリンタ− ＴＭ−Ｃ７５００のご紹介

堅実で手軽なBCP構築ソリューションの紹介

株式会社アイ・ディー・シー

多言語でおもてなし
『PIP-Maker For デジサイン』

日本アイ･ビー･エム株式会社

株式会社NESCO SUPER SOLUTION

e-ShopV（WEB受注システム）奉行/Kintone連携

クラウドストレージゲートウェイ
『Panzura』

「FREE MAIL Plus」
メールもFAXもExcelもPDFもこの一本で解決!

日本アイ･ビー･エム株式会社
もはやクラウドはインフラの選択肢として欠かせない要素になっているものの、
その価値
を十分に引き出すのはまだまだ難しいのも事実です。
これを解決するためのIBMハイブリッド・クラウド・ソリューションをご紹介するとともに、
VmwareやHPCでのSoftLayerの活用例をお伝えします。
魔法の箱 IBM i シリーズのご紹介

DataClasys＆SuperStream/400

ＫＳＲ株式会社

株式会社ICSパートナーズ
e-文書法が規制緩和され、全ての証憑書類のスキャナ保存が可能になることで、書類の
保管にかかわる手間やコストは大幅に削減されます。
しかし、会計情報をただ保存して
おくだけではもったいないです。DWHとBI機能を搭載した「OPEN21 SIAS」は、
そうした
会計情報の徹底的な利活用環境を実現します！

●『Toolboxシリーズ』に新登場！◇Toolbox システム監視：サーバやネットワークの稼働状況
を自動監視する監視ツール◇Toolbox for JP1：IBMi と OPEN系を連携してジョブ管理が可能
な運用管理ツール●Vocollect Voice：
「作業効率,精度の向上」
「作業安全性向上」
「教育時間
の短縮」を実現する音声物流ソリューション●TIS XiCloud：AIX・IBMi向けクラウドサービス

株式会社ケイ・アイ・エス・エス
IBMiとWeb環境との連携、
そしてスマートデバイスの諸機能と業務システム連携などを可
能にするaXesや、印刷環境のモダナイズを実現するWilcommをご紹介します。構築事例
や、課題解決のヒントなど、お客様お役立ち情報をお伝えします。

株式会社ミガロ．

ユーオス関西会員企業一覧
キョーラクシステムクリエート(株)

ビジネスセンター岡山(株)

日本電通(株)

(有)アスコム

関西システムサービス(株)

(株)ワン・グラヴィティ

ソフラ(株)

(株)エキスパート

(株)岡山情報処理センター

(株)アプリコット大阪支店

(株)システムファイブ

(株)セントラル情報サービス

アステム(株)

(株)高砂コンピューターサービス

吉川情報システム(株)

(株)プロアス

(株)大阪エヌデーエス

(株)ＰＥ−ＢＡＮＫ

(株)システム・リバティ

(株)楓（フォン）

セブンシステム(株)

コムチュア(株)

(株)エンカレッジ

ベル・データ(株)大阪支店

(株)アイメック

日本オフィス・システム(株)関西支店

平成ファームワークス(株)

(株)フェイスポート

(株)ファジーソフトウェア

ＪＢＣＣ(株)西日本事業部

(株)ブレーンスタッフコンサルタンツ

(株)ランサ・ジャパン

(株)彩システム

(株)第一コンピュータリソース

クエストコム (株)

(株)Ｊ＆Ｃ ＳＯＬＵＴＩＯＮ

(株)オービックビジネスコンサルタント

(株)リビック

大阪支店

(株)福岡情報ビジネスセンター 大阪支店

アソート (株)

(株)サーバインシステム

(株)ＩＣＳパートナーズ

フィラーシステムズ(株)

(株)クロスユーアイエス

サン・エム・システム(株)

(株)ウィング情報システム

(株)ネットケアサービス

(株)リバーシステム

(株)リレートシステム

(株)イグアス 西日本営業部

(株)アイトラスト
(有)イース

｢Integrated Viewer for Zabbix｣は、OSSで有名な｢Zabbix｣に、独自の機能を追加しまし
た。統合ビューア、既存環境との共存・連携機能の他、
ジョブ管理等の周辺機能も充実。更
に｢IBMi版 Zabbixエージェント｣で、
オープン系サーバーとIBMiの統合運用が可能です。

既存のIBM i アプリケーション資産をフル活用し、
『モバイル対応』
『GUIインターフェース
の実現』
『他システム、MS oﬃce、Webサービス等との連携』を実現させます。
また、IBM i
運用管理における
『マイナンバー対策』
『セキュリティ管理』
『企業内外へのファイル転送
の統合管理』などの課題解決をご支援します。

IBM i 基幹業務と連携するミガロ. 製品の最新モバイル機能をご紹介します。
●Delphi/400：PC、iPhone、iPad、Android等のマルチデバイス対応アプリを１ソースで
開発 ●SP4i : RPGでWeb＆ハイブリッドモバイルアプリ開発
●B4M：簡単な設定だけでモバイルからDB活用

(有)ｅ−ｄｒｅａｍ

IoTデバイスをクラウドに「つなぐ」ためのソリューション

モダナイズソリューション
「X-Analysis」のご紹介

クラウド型交通費・経費精算システム「楽楽精算」

株式会社大阪エヌデーエス

株式会社第一コンピュータリソース

IoT機器からのデータをクラウドまたは既存システムへスピーディーに連携するソリュー
ションをご紹介いたします。IoTデータ連携基盤として、企業内外のデータを収集、選別し、
必要なデータのみBIや分析ツール等と連携することで、分析の精度をあげることができ、
分析結果を基に業務改善を推進することが可能です。
「人と業務をつなぐ」新しいパッケージシステムとクラウド型新サービス

「X-Analysis」は、レガシーシステム
（IBMi）のアプリケーション資産から設計情報を解析し
ブラックボックス化された貴社システムを可視化・文書化を行い、スムーズなシステム
改変・再構築に繋げる事のできるソリューションです。

株式会社オービックビジネスコンサルタント

ダイワボウ情報システム株式会社(株式会社ネットジャパン)

株式会社ランサ・ジャパン

OBCは「人と業務をつなぎ、企業業務全体の生産性をあげる」
をコンセプトにした、”奉行
10シリーズ”を出展いたします。またパッケージでは対応しきれない企業に存在する非効
率業務を、
クラウドサービス等で解決し、圧倒的なスピードと高いコストパフォーマンスを
提供いたします。
PHPQUERYで、IBMiのデータをもっと自由に！

Windows,LinuxOSご使用の物理、仮想、
クラウド全てに対応可能な安価な高速バックアッ
プソリューション。人的ミスから災害、
ランサムウェア等の脅威からお客様のシステム及び
データを安全に保護します。復元先についての柔軟性も非常に高い、365日開発している
最新テクノロジーを是非ご覧ください。

スマートデバイスのテクノロジーは日進月歩。でも、システム部門はそんな最新技術を
追うことに時間を取られず、業務・ビジネス要件を通じてどう自社に貢献するかに時間を
注力したい。ＬｏｎｇＲａｎｇｅならそれが実現できます。ＩＢＭｉとＲＰＧ・ＬＡＮＳ
Ａのベストチョイスが皆様のビジネス活動をお手伝いします。

株式会社オムニサイエンス

日本情報通信株式会社

レノボ・ジャパン株式会社

◆EDIPACK(エディパック) EDIPACK/ASP 花王様の企業活動の中で培ってきた企業間連携(B2B)の品質をご提供 2020年問題の
対策はお考えですか？お気軽に御相談くださいませ。◆EGW(イージーダブル) .com Exchange 自動車業界を網羅しつつ、業種
不問の汎用機能を備え海外対応可能なEDI ◆NI+C Cloud IBMi AIX Linuxをクラウド環境で必要な資源だけ利用したいお客様
にNW開通からサービスインまで一気通貫でご提供 ◆SoftLayer 日本国内におけるSoftLayerトップセラーのナレッジをご提供

先進技術で業界をリードし、ワンストップで応える豊富な製品ラインアップにより、シチ
ュエーションに合わせたフォームファクターも変更可能で、ワークスタイルの変革を推
進致します。また、
プロジェクターや3Dカメラも搭載可能で、モジュラーデザインがビジ
ネスの可能性を大きく広げます。

こんなお悩みありませんか？「もっと自由に基幹データを入手したい」、
「手間ばかり
かかって本来の業務に専念できない」。中小企業にとってまず大切なのは、
自社のデータ
を適切に分析し日々の営業活動に役立てることです。PHPQUERYを使えば、もっと
カンタンに、安心してIBMiのデータを活用出来ます。
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IBM Cloudで実現する エンタープライズ・ハイブリッドクラウド

ネオアクシス株式会社

株式会社クライム
①AS/400 DB2とOracle/MySQL/SQL Server等のDBを連携しAS/400のデータをどう活用
Server等のDBを連携しA
リアルタイムレプリケーションソフト
についてご紹介します。
するか、
『DBMoto』につい
②仮想環境に特化したデータ保護対策を、
ご利用中の環境や用途に合わせて最適なソリ
ューションをご紹介します。
ナレッジ共有型BIツール「Data Knowledge」

示 ▶▶

BCP、
ランサムウェア対策最新バックアップソリューション

株式会社ラクス
経費・交通費・出張費・旅費・交際費など, お金にかかわる全ての処理を 一元管理でき
るクラウド型の交通費・経費精算システムです。

(株)クライム大阪営業所

(株)シンク

ヴォイス(株)

(株)エムキューブ

(株)RINET

(株)Ｎａｓｃｏｍ

㈱ニチワシステム

(株)アイティフォース

野崎印刷紙業(株)

（会員番号順）2016年4月30日現在
スマートデバイスを業務で使おう！
！
【ＬｏｎｇＲａｎｇｅ】

ＮＴＴ及び日本ＩＢＭにより1985年に設立。各種クラウド系ソリューションのご紹介

(株)プライム

コンシューマライゼーションから始まる新しいデバイスの形

ユ−オス・グル−プは素晴らしいソリューションを提供して
いる会社、素晴らしい技術を持ったプログラマーが在籍して
いる会 社 が 相 互 に協 業（アライアンス）し会 社 の 成 長を
サポートするグループです。
ご加盟、ご検討をお願いします。
お問い合わせ、お申込みは ユーオス・グル−プ事務局
jimu@uos.gr.jp 迄

※特別出展の日本IBMとBCNを除いて、出展会社名の50音順に掲載しています。

