
8/29 『働き方改革を支援するITソリューションフェア』~きっと課題解決のヒントが見つかります~

カテゴリ 社名 ソリューション・サービス名称 内容 IBM製品・サービス 講演タイトル・内容 対象業種

1 AI
株式会社クラスキャット

株式会社XEENUTS

人工知能研究開発支援 & テレワーク

ICT協議会

新たなテクノロジーである人工知能、特

にDeep Learning テクノロジーを自社製

品やサービスに取入れるための「人工知

能研究開発支援」サービスの

紹介と共に、クラスキャットの代表(佐々

木)が会⾧を、XEENUTSの代表(西田)が東

京の幹事を務めている「テレワークICT協

議会」の紹介と共に

"参加企業との協業活動について提案させ

ていただきます

お気軽にブースにお立ち寄りください。

Power Systems

「人工知能研究開発支援サービス &

テレワークICT協議会の紹介」

少子・高齢化を迎えた「課題先進国

ニッポン」を働き方改革を実現する

テレワークや人工知能テクノロジー

で解決する提案をさせていただきま

す。

全業種

2 AI Meetscom株式会社 音声応答によるRPAを実現

cognitoys、AmazonECHO、Google

Homeなど続々と誕生するスマートスピー

カー。当社はその機能を活用することで

RPAの実現を支援します。

Bluemix

スマートスピーカーで既存の業務や

サービスがどのように変革するのか

分かりやすく解説いたします。

全業種

3 IoT 株式会社インフォファーム

①カラーコードを利用したIoTプラッ

トフォーム「いろあと」

②SaaS型勤怠管理システム「勤給解

決」

①次世代カラーコード「カメレオンコー

ド」により、現場のIoT化を実現します。

製造業ではフードディフェンスへの対

応、また建設業においてはセキュアな車

両入退場管理が行われています。

②カメレオンコードを利用して低コス

ト・ストレスレス・正確な勤怠管理を実

現します。

Bluemix （IaaS）

4色のカラーコードが実現するIoT

カメレオンコードをご存知ですか？

紙に印刷したカラーコードでIoTを

実現することができます。

お客様事例を中心にご紹介します。

全業種

4 IoT 株式会社シティーリバース

世界で最も使われている、差分アップ

デートツールRTPatch®がアップデー

トに関する課題を解決します

バイナリ差分技術によりアップデート効

率を大幅に向上することで、システム運

用のコスト削減に貢献します。

セキュリティレベルの向上や電源断対応

など、様々なオプション機能でお客様の

ニーズにお応えします。

最小55KBの空き領域で稼働可能なため、

ハードウェアリソースに対する制約が厳

しい機器への導入も可能です。

Bluemix （IaaS） 講演はございません 全業種
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5
IoT

モバイル
兼松コミュニケーションズ株式会社

①IoT設備保全ポータル

②DESKTOP+Plusで実現する快適テ

レワーク

①IoT設備保全サービス

設備の遠隔監視・制御・基幹連携・分析

までOne Stopで提供

②DESKTOP+Plus

オフィスのPCやサーバにリモートから高

速・セキュア・安価にアクセスするサー

ビスです。働き方改革をテレワークで実

現します。

Bluemix Watson

Analytics

「働き方改革をテレワークで実現！

KCS

リモートデスクトップサービスご紹

介」

生産年齢人口の減少、⾧時間労働の

改善、生産性の向上、働く人々

の価値観の変化、時に相反する課題

を総合的に解決するため「働き

方改革」の推進は急務で且つ継続的

なものでなければなりません。

当社はテレワークを高速・安全・低

コストで実現するリモートデス

クトップサービス

「DESKTOP+Plus」をご紹介しま

す。

①製造

業・設備

産業

➁全業種

6 RPA 株式会社モーション 勤務シフト最適化ソリューション

人的労力もさることながら、人の勘と経

験では無駄や偏りがどうしても発生する

勤務表作成を、ヒューリスティック最適

化を用いて効率化と作業量の低減を図り

ます。

人（スキル、コスト）、需要（ポジショ

ン毎）、スケジュール（休み）、条件

（勤務ルール等）の入力により、偏りが

なくコスト最小化された勤務表を作成可

能です。

統計学的アルゴリズムを用いて、膨大な

組み合わせパターンから効率よく回答を

導く当社の最適化ソリューションは、勤

務表に限らず、他分野への応用も可能で

す。

Bluemix Watson

Analytics

「統計学的アルゴリズムで効率化人

手不足と人員最適化ソリューショ

ン」

「データマイニング」を中心に事業

を展開する当社のノウハウを活

かし、統計学的アルゴリズムを用い

たヒューリスティック最適化に

よる人手不足と人員最適化のソ

リューションを紹介します。

全業種

7 RPA ゼネラル・ビジネス・サービス株式会社
POWER iAP on i

intra-mart Accel Platform

働き方改革の実現にIM-BPM＋IM-RPAが

圧倒的な生産性を生み出します。

人とプロセスのデジタル化でデジタルト

ランスフォーメーションを実現し顧客満

足を高めながら売上利益向上へ！

Power Systems

Bluemix （IaaS）

IM-BPM＋IM-RPAを活用した業務

プロセスの実演をご覧いただき、そ

の優位性を実感してください。

そしてお客様の事業をバイモーダル

IT化し、働き方改革と売上利益向上

実現に向けた提案を行いましょう。

全業種



8 RPA  ユーザックシステム株式会社
働き方改革を実現するＲＰＡソリュー

ション

働き方改革を実現するＲＰＡソリュー

ション

１．Autoブラウザ名人

ブラウザ操作を自動化し、基幹システム

２．Autoメール名人

メール操作を自動化し、受発注や社内の

連絡業務の効率化を実現します。

Bluemix （IaaS）
働き方改革を実現するＲＰＡソ

リューションご紹介
全業種

9 RPA 三和コムテック株式会社 RPAのご紹介
現場の生産性向上を実現する話題のＩＴ

自動化（ＲＰＡ）ご紹介
講演はございません 全業種

10 アナリティクス 株式会社オムニサイエンス PHPQUERY
QUERY/400に代わる新しい選択肢

「PHPQUERY」
Power Systems

QUERY/400に代わる新しい選択肢

「PHPQUERY」
全業種

11 開発・運用 フェアディンカム aXes & Wilcomm

aXes & WilcommでIBMi/AS400システム

の新陳代謝を！

モダナイズビジネスへのアプローチヒン

トをご紹介

Power Systems
aXes&Wilcomm活用例の紹介とビジ

ネスメリット
全業種

12 開発・運用 株式会社アイ・ディー・シー FREE MAIL Plus
FREE MAIL Plus メールもFAXもExcel

もPDFもこの1本で解決！
FREE MAIL Plus 全業種

13 開発・運用 株式会社ソルパック GoAnywhere MFT
「すべて」の重要なファイル転送を統合

管理 GoAnywhere MFTのご紹介
Power Systems

GoAnywhereの活用例から見る「中

央集中型」「スキル不要」の重要性
全業種

14 開発・運用 株式会社ヴィンクス Hybrid BackupとIBMi運用ツール

災害対策・障害対策・バックアップを

ニーズやコストに合わせてご提案させて

頂きます。

バックアップ退避先としてのクラウド環

境活用や、データセンターを利用した障

害対策等、実際にお手伝いさせて頂いた

様々な構築事例を紹介いたします。

災害やシステム障害における業務停止は

企業に大きな損失を与えることになりま

す。備えあれば憂いなし！今すぐ取り組

める災害対策を是非この機会にご検討下

さい。

Power Systems

「IBMi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、様々な事例を紹介いたしま

す。

全業種

15 開発・運用 株式会社ミガロ． Valence

IBM iモダナイゼーション新製品

「Valence」のご紹介

～IBM i開発・運用に役立つ便利なユー

ティリティも提供～

Power Systems
IBM i 開発・運用業務の効率化に！

Valenceユーティリティのご紹介
全業種



16 開発・運用ツール ブレインセラーズ・ドットコム株式会社

biz-Streamはアプリケーションと連動

しオンデマンド＆リアルタイムに豊か

な表現力で多彩なドキュメントを生成

します。

取込めるデータ：RDB、CSV、XML、

PDF、画像、アプリケーションデータ

アウトプット：PDF/Excel/CSV file及び

印刷出力。暗号化、パスワード設定、タ

イムスタンプ付与、電子証明書対応

biz-Streamは、javaのクラスライブラ

リーとして利用するか、Webサービス

サーバーで利用でき、非常にコストパ

フォーマンスが高いツールです。

Power Systems

「今こそ帳票ツールを見直そう！

事例が語る大幅なコスト低減の可能

性」

コカ・コーラウエスト様ではシステ

ム統合の機会に、各社が使用

国内シェアNo.1の帳票ツールを中心

とした数種類のツールを

移行費用を含めても劇的に帳票系シ

ステム費用を削減することに

成功されました。

全業種

17 開発・運用ツール ネオアクシス株式会社 Toolboxシリーズ

Toolboxのラインナップが更に充実！

サーバやNWの稼働状況を監視し、変化／

異常があれば管理者へ通知する『監視

ツール』と、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』

をご紹介！

今話題の次期EDIの話もあり!?

Power Systems

IBMi

IBM i とIAサーバの架け橋

『IBM i オープンシステムジョブ連

携ソリューション』新登場！
全業種

18 業務パッケージ アスクラボ株式会社
PROナビ

シンプルに活用できる営業支援ツール

シンプルな操作で必要な情報を組織間で

共有・実現する。

顧客、商談、日報の項目は業界毎に自由

に変更が可能。

チームセリングを支援します。

Power Systems

Bluemix （IaaS）

「PROナビで実現する情報共有」

情報共有が定着すると「働き方改

革」の一環になる。

お客様の動きで商談の可能性を追求

する。

全業種

19 業務パッケージ 株式会社テスク

在庫型卸売業・メーカー向け販売管理

パッケージGROWBSⅢ

intra-mart Accel Platformを基盤とし、

160社以上の導入実績を持つGROWBSシ

リーズを全面リニューアルした最新版。

アドオン・カスタムの多かった機能は標

準機能として搭載することでSoR基盤に

対応しつつ、intra-martの機能を活用する

ことによりSoEにも対応。

intra-mart Accel Platformの有する

BPM/RPA、モバイル、セキュリティ、ノ

ンプログラミング開発機能がパッケージ

標準対応。

Bluemix （IaaS）

「これからの販売管理システム

に求められるもの」

従来型の業務システムを提供するだ

けではユーザーのニーズに十分には

応えられなくなってきています。

これからのユーザーがシステム再構

築を行うにあたり、必要とする要件

をカバーした販売管理パッケージを

開発しましたので、そのご紹介をし

ます。

在庫型の

卸売業・

メーカー



20 業務パッケージ コムシス情報システム株式会社 文書管理システム Accel Archiver

企業にとって重要な知的財産・経営資産

であるドキュメントの管理について、セ

キュリティを考慮しつつ、業務ルールに

従った文書処理により業務の効率化、業

務コスト削減にも貢献できる文書管理シ

ステムとして実現しました。特にISOに代

表される業務統制機能をより使いやす

く、より幅広くサポートします。

Bluemix （IaaS）
ドキュメントマネジメントが企業に

求められる統制を実現
全業種

21 業務パッケージ 株式会社クレオ
文書管理システム

QuickBinder for iAP

intra-mart AccelPlatform対応の文書管理

システムです。

優れた基盤機能を活用し、様々な用途で

活用頂けます。

intra-martの強力なワークフローとの連

携、業務画面作成ツールとの連携によ

り、業務の中で自然に活用できる文書管

理システムです。

高機能な文書管理システムQuickBinder

for iAPと、シンプルで使い易い

QuickBinder Beginningをご用意してい

ます

Power Systems

Bluemix （IaaS）
講演はございません 全業種

22 業務パッケージ 応研株式会社

AIで簡単！大臣Fintechサービスと業

種ソリューションで業務課題の解決を

ご提案します。

新サービスの『大臣Fintechサービス』を

ご紹介。AIの有効活用で、会計や販売管

理での業務効率化をご提案します。

また、建設業、派遣業、通販業、中小製

造業向けのソリューションで各業種での

業務課題の解決をご提案します。

コスト削減でのリプレース提案や業務ソ

リューション連携でのシステム開発な

ど、幅広くご協業いただけます。

Bluemix （IaaS）

「AIで簡単！

『大臣Fintechサービス』のご紹

介」

新サービスの『大臣Fintechサービ

ス』をご紹介。

AIの有効活用で、銀行の口座情報を

財務会計や販売管理へ

情報を連携させ、作業時間の最小化

とミスの軽減など、

業務効率化の手順をデモンストレー

ションでご紹介します。

全業種

（官公庁

除く）

23 業務パッケージ 株式会社カイエンシステム開発
SAF/CRMによるテレワークの推進！

新機能「見積原価管理」のご紹介！

BizMagicの活用により働き方を大きく変

える事が可能です。弊社の例や顧客事例

などのご紹介を行います。

BizMagicがメジャーバージョンアップし

ます。特にオプションの「見積原価管

理」はWebで本当に使える見積機能と銘

打った自信作です。

Bluemix （IaaS）

「ほんとに使えるWeb型見積管

理！」

BizMagicの新機能を体感下さい！

業界初のスケジュールリスケ対応ド

ラッグ＆ドロップ。ユーザー満足度

の高いメール送信機能。Webでの見

積作成、承認、発行、PDF化メール

送信、履歴管理

全業種



24 業務パッケージ FutureOne株式会社 InfiniOneシリーズ
リアルタイム経営を実現する中堅・中小

企業向け基幹システム

基幹業務ソフトウェア/InfiniOneシ

リーズのご紹介

食品製造

／小売

業、食品

加工／卸

業、建材

設備卸／

工事業、

住宅設備

機器卸／

サービス

業など

25 業務パッケージ 株式会社アイシス ＢＰＥC

業務見える化ツール『ＢＰＥC』でムダを

なくしませんか！！

人事総務から製造まで、部門、業種を選

びません。

講演はございません 全業種

26 クラウド 株式会社ニッポンダイナミックシステムズ e-就業ASPサービス

｢働き方改革（健康経営／メンタルヘルス

対策）｣の実現に向けて

e-就業ASPサービス

勤怠管理システムe-就業ASPサービ

スのご紹介 （タイトル変更の可能

性あり）

全業種

27 クラウド 株式会社オービックビジネスコンサルタント

OBC流 働き方改革 業務の時間削減で、

すべての企業の働き方改革を実現しま

す。

講演はございません 全業種

28 クラウド コンピュータテクノロジー株式会社 IBMiクラウドService

IBMiクラウド 運用＆BCP対応サービス、

IBMiクラウド 販売支援＆販売管理(ポス

対応）Service、IBMiクラウド Web受注

Service

Power Systems 講演はございません 全業種

29 クラウド ニーズシェア株式会社 情報コアシステムV-Share

V-Shareはインターネットに繋がっている

端末から入力したデータを閲覧すること

ができ、情報を管理することが出来ま

す。CSVファイルとしてデータを出力す

ることも出来ます。シンプルなデザイン

のため、直感的にデータを管理できま

す。

講演はございません 全業種



30 セキュリティ 株式会社ディーディーエス

東京三菱・みずほ・三井住友のメガバ

ンク、楽天・ラインなど

クラウド成功者が選択した次世代認証

技術 "FIDO"

セキュリティと利便性は相反しない！オ

ンラインサービスにパスワードレスの認

証を実現するFIDO。生体認証で厳格な本

人確認と抜群の操作性を実現。

生体情報を預からない生体認証。進化す

るモバイル端末搭載の生体認証手法のト

レンドにも追随可能なフレキシブルな認

証基盤。

"【合同展示】改正個人情報保護法対応の

多要素認証対応ソリューション”EVE

MA/FA”。

抜群の指紋認証の精度・スピードを体感

してください。"

Bluemix （IaaS）

「金融・大手オンラインサービスが

選択した次世代認証FIDO ご提案ポ

イント解説」

ID/パスワード認証に代わる次世代

オンライン認証規格"FIDO"は、ユー

ザーにシンプルで堅牢な認証を提供

します。

本セッションでは、FIDO規格に準拠

したソリューション”マガタマ”およ

びBluemix Infrastructureとの連携に

ついてご紹介します。

金融、医

療、文

教、公共

自治体、

通信キャ

リア、Eコ

マース

31 その他
株式会社ペンタトニック

Natural Scapeのご紹介！

歪まない！より自然に！高性品質パノ

ラマ自撮システム！

製品名（Natural Scape）

Natural Scapeはお客様が手軽にパノラマ

画像を作成できるサービスです。PCでの

加工なども不要でスマホ・タブレットか

ら気軽に使えます。画質は歪みのほとん

どない自然な仕上がりです。

動画より扱いやすい！自分で撮影可能の

為、低価格！仕上がりが自然！ブースで

体感下さい。

トレンドのVRにも対応しています！！

不動産、カーディーラー、店舗紹介など

幅広い実績があります。

Bluemix （IaaS）

「ビジネス利用可能なパノラマシス

テム！」

論より証拠！実演を交え「Natural

Scape」の

手軽さと品質をご紹介します。

全業種

32 その他 野崎印刷紙業株式会社 バーコードプリンター バーコードプリンターのご紹介 講演はございません 全業種

33 モバイル 株式会社アイシス 点検エース for Excel®
点検表をタブレット最適化！ Excel®ア

ドインソフト 点検エース for Excel®

点検エースfor Excel®業界が変わり

始めたその製品力について。
全業種

34 モバイル 株式会社ランサ・ジャパン LongRange

スマートデバイスが基幹システムにつな

がる！

ネイティブアプリ開発ツール

【LongRange】

Power Systems

働き方改革の第一歩、スマートデバ

イスで空き時間を有効活用する事例

のご紹介。

全業種


