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~
会場

①

2017年8月24日 12:00現在

:202-A セミナールーム
時間

1. 10:00 - 10:30 (30 min)

2. 10:40 - 11:10 (30 min)

出展No

カテゴリ

1

AI

2

AI

社名

内容は変更になる場合もございます。

講演タイトル

株式会社クラスキャット

「人工知能研究開発支援サービス & テレ

株式会社XEENUTS

ワークICT協議会の紹介」

Meetscom株式会社

「音声応答によるRPAを実現」

講演タイトル・内容

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。
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。
「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

3. 11:20 - 11:50 (30 min)

6

RPA

株式会社モーション

「統計学的アルゴリズムで効率化人手不 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
足と人員最適化ソリューション」

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。
IM-BPM＋IM-RPAを活用した業務プロセスの実演をご覧いた

4. 13:00 - 13:30 (30 min)

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 だき、その優位性を実感してください。
Platform）によるRPAとBPM」

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。

5. 13:40 - 14:10 (30 min)

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

6. 14:20 - 14:50 (30 min)

5

IoT
モバイル

「働き方改革をテレワークで実現!
兼松コミュニケーションズ株式会社

KCSリモートデスクトップサービスご紹
介」

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。
カメレオンコードをご存知ですか?

7. 15:00 - 15:30 (30 min)

3

IoT

株式会社インフォファーム

「4色のカラーコードが実現するIoT」

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。

金融・大手オンラインサービスが選択し
8. 15:40 - 16:10 (30 min)

29

セキュリティ

株式会社ディーディーエス

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。

9. 16:20 - 16:50 (30 min)

会場

➁

34

モバイル

株式会社ランサ・ジャパン

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

「LongRange」

する事例のご紹介。

:202-B セミナールーム
BizMagicの新機能を体感下さい!

1. 10:00 - 10:30 (30 min)

23

業務パッケージ 株式会社カイエンシステム開発

「ほんとに使えるWeb型見積管理!」

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

2. 10:40 - 11:10 (30 min)

24

3. 11:20 - 11:50 (30 min)

33

業務パッケージ FutureOne株式会社
モバイル

株式会社アイシス

「InﬁniOneシリーズ」

基幹業務ソフトウェア/InﬁniOneシリーズのご紹介

「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。

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
「これからの販売管理システムに求めら 十分には応えられなくなってきています。
4. 13:00 - 13:30 (30 min)

19

業務パッケージ 株式会社テスク

れるもの」

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。

5. 13:40 - 14:10 (30 min)

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」 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
新サービスの『大臣Fintechサービス』をご紹介。

6. 14:20 - 14:50 (30 min)

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』

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

のご紹介」

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。

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」

勤怠管理システムe-就業ASPサービスのご紹介

7. 15:00 - 15:30 (30 min)

26

クラウド

8. 15:40 - 16:10 (30 min)

11

開発・運用

フェアディンカム

「aXes & Wilcomm」

aXes&Wilcomm活用例の紹介とビジネスメリット

9. 16:20 - 16:50 (30 min)

12

開発・運用

株式会社アイ・ディー・シー

「FREE MAIL Plus」

FREE MAIL Plus

更の可能性あり）

（タイトル変

会場

➂

:応接7

1. 10:00 - 10:30 (30 min)

13

開発・運用

株式会社ソルパック

「GoAnywhere MFT」

2. 10:40 - 11:10 (30 min)

14

開発・運用

株式会社ヴィンクス

「IBMiバックアップ事例紹介」

GoAnywhereの活用例から見る「中央集中型」「スキル不
要」の重要性
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。

3. 11:20 - 11:50 (30 min)

15

開発・運用

株式会社ミガロ．

「Valence」
「今こそ帳票ツールを見直そう!

4. 13:00 - 13:30 (30 min)

16

開発・運用

ブレインセラーズ・ドットコム株式会社

事例が語る大幅なコスト低減の可能性」

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
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
用していた国内シェア、トップクラスのツールほか数種類の
ツールをbiz-Streamに移行され、移行費用を含めても劇的に
コスト削減することに成功されました。
IBM i とIAサーバの架け橋

5. 13:40 - 14:10 (30 min)

17

開発・運用

ネオアクシス株式会社

「Toolboxシリーズ」

「ビジネス利用可能なパノラマシステ
6. 14:20 - 14:50 (30 min)

31

その他

株式会社ペンタトニック

ム!」

『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!
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!
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。

7. 15:00 - 15:30 (30 min)

10

アナリティクス 株式会社オムニサイエンス

「PHPQUERY」

8. 15:40 - 16:10 (30 min)

18

業務パッケージ アスクラボ株式会社

「PROナビで実現する情報共有」

QUERY/400に代わる新しい選択肢「PHPQUERY」
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。

