
交通のご案内 

FAXでもお申し込みいただけます。最終ページをご覧ください。 

日時 2016年12月7日（水） 

 11:00~18:00 
 （受付開始 10:45） 

会場 立川商工会議所 

      展示  １１階会議室 

      ｾﾐﾅｰ  １２階会議室 

 

参加費 無料（事前登録制） 

http://jpn.nec.com/event/musashino/index.html  

お問い合わせ先 ＮＥＣ西東京支社フェア事務局       清田・丸山（ＮＥＣ西東京支社内） TEL 042-526-5977 

●ＪＲ中央線、青梅線、五日市線、南武線 

 立川駅下車 徒歩3分 

●多摩都市モノレール 

 立川北駅下車 徒歩1分 

http://www.tachikawa.or.jp 

【ごあいさつ】 

ＮＥＣ西東京支社は拠点を立川に置き、多摩地域の企業様に最適ソリューションを 

ご提案し、「元気な多摩」の実現を願って日々活動をしております。 

ＮＥＣ西東京地域販売店会各社（販売店会名称：「むさしの会」）とともに、 

皆様をお待ちしております。 

■主催 ＮＥＣ西東京支社・ＮＥＣ西東京地域販売店会「むさしの会」 

■入場無料（事前登録制） 

２０１６年１０月吉日               ＮＥＣ西東京支社長 岡 英輔 
                        「むさしの会」会長 佐藤 暁 

お申込みは、こちらから 



<12F> 

セミナー会場Ａ セミナー会場Ｂ 

<11F> 

展示会場 

【スケジュール】 

【会場構成】 

展示会場 セミナー会場　Ａ セミナー会場　Ｂ

Ｂ－１　「入出荷検品ソリューション　ご紹介」

Ｎ－１

　　　「ＩｏＴ、ＡＩが切り拓く次世代社会 １３：００～１３：３０（３０分）

　　　　　～　２０１６年におけるＩＣＴの可能性　～」

１３：００～１４：００（６０分）

Ａ－１　「ＯＴＲＳを使った業務改善のご紹介 Ｂ－３　「設置・工事・保守・アフターサービスの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユーザー事例を中心に）」 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トータルサポート」

１４：２０～１４：５０（３０分） １４：２０～１４：５０（３０分）

Ａ－２　「経理業務のコスト削減を実現 Ｂ－４　「ドローン活用サポート」

　　　　　　　　　　　ＢｔｏＢプラットフォーム請求書のご紹介」

１５：００～１５：３０（３０分） １５：００～１５：３０（３０分）

Ａ－３　「既存配線を活かし安価導入可能な

　　　　　　　　　　　　　　　『日本製防犯カメラ』のご紹介」

１５：４０～１６：１０（３０分）

Ｂ－６　「ＩＣＴ活用にとどまらないクリエイティブオフィスとは」

Ｎ－２

　　「安全・安心に貢献するＮＥＣの宇宙ソリューション １６：３０～１７：００（３０分）

　　～準天頂衛星システムがもたらす新たな社会～」

１６：３０～１７：３０（６０分）
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Ｂ－２ 「ＳＡＮＳＨＩＮ ＤＡＴＡ ＣＥＮＴＥＲ活用事例ご紹介」

１３：４５～１４：０５（２０分）

Ｂ－５ 「日本全国の企業で被害が急拡大！

今一番みじかな脅威「ランサムウェア」とは！？」

～実際に被害にあったらどうなるのか？

その有効な対策は？分かりやすくご紹介します～

１５：４５～１６：１５（３０分）

Ｂ－７ 「ネットワーク対応電源制御装置【リブーター】の活用」

１７：１５～１７：２５（１０分）



＊都合によりセミナー内容・展示内容に変更がある場合がございます。あらかじめご了承願います。 

【展示会場】（１１階） 出展ソリューション 

【セキュリティ】

全業種 セキュリティ

Ｔｒｅｎｄ　Ｍｉｃｒｏ

Ｄｅｅｐ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ/Ｄｅｅｐ Ｉｎｓｐｅｃｔｏｒ
全業種 セキュリティ

顔認証システム導入セット 全業種 セキュリティ

ＮＩＡＳ
ファイルサーバ肥大化・セキュリティ対策ソフトウェア

全業種 セキュリティ

官公庁・エンタープライズ セキュリティ

全業種 セキュリティ

全業種 セキュリティ

電子錠システム「ＩｎｔｅｒａｃｔｉｖｅＣＬＩＱ」 全業種 セキュリティ

ウイルス対策と内部統制ソフト 全業種 セキュリティ

入退管理＆ネットワークカメラ　セキュリティパック 全業種 セキュリティ

キーウェアソリューションズ株式会社

会議室がセキュリティエリアに！キャビネットが精密書類保管庫に！シリンダを交換するだけで電気・ネットワーク工事が不
要！１本の鍵で様々なシリンダを施・開錠可能！シリンダ毎にアクセス制限設定、ログ取得が可能！

ＮＥＣプラットフォームズ株式会社

エンドポイントのウイルス対策ソフトです。小規模企業様からのご導入が可能で、内部統制の機能としてのログ採集機能や簡単
な資産管理機能を有しています。

ＮＥＣプラットフォームズ株式会社

ＩＣカードを利用した小規模向けの入退管理システムです。電話交換システム「UNIVERGE Aspire UX」と組み合わせて、室
内の内線電話からの解錠操作やカメラ連動による出入りの管理も可能なシステムです。

ＤｅｖｉｃｅＬｏｃｋ（デバイスロック） 株式会社ラネクシー

2014秋冬モデルのNECビジネスPC（VersaPro、Mate）からDeviceLock Lite（デバイスロック ライト）がバンドル（アプリケーションディ
スク」に）搭載されています。現在、DeviceLock Liteのアップグレード販売として、ＮＥＣパートナーズプラットフォーム事業部より
DeviceLockを販売しています。DecviceLockへのアップグレードにより、「スマートフォン（MTPデバイス）」対応が可能となります。

クラウド型セキュリティ対策サービス　あんしんプラスシリーズ 日本事務器株式会社

あんしんプラスシリーズは、サイバー攻撃の侵入を前提とした多層防御ソリューションです。クラウドで管理の手間やコストを
削減しながらセキュリティ対策強化。全国４１ヵ所の拠点からサポートいたします。

「顔認証システム導入セット」は、施設・店舗での防犯や入退管理を行うための顔認証システムに必要なサーバ・スイッチ・ソ
フトウェアなどの機器と、設定・保守サービスをご提供いたします。本展示では世界最高レベルの顔認証技術によるリアルタイ
ムな認証をご体感いただけます。

ＮＥＣ　パートナーズプラットフォーム事業部

「ＮＩＡＳ(NEC Information Assessment System)」は無法状態になったファイルサーバのシステムコスト／情報漏洩リス
クの増大を防ぎ、運用適正化を実現するソフトウェアです。本展示では、実際の管理画面をご覧いただきながら、各種機能をご
紹介いたします。

ＦｏａｇｕｒａＳｃａｎＳｙｓｔｅｍ（フォアグラスキャンシステム） 株式会社ラネクシー

マルチエンジン型ウイルス対策ソフト（最大３０種類）でウイルス／マルウェアの検出率を大幅向上

シンプルかつ高性能カメラ

「ＡＨＤ」「ＥＸ－ＳＤＩ」のご紹介
株式会社シップス

シンプルかつ高性能な同軸ケーブル使用メガピクセルカメラをご紹介します。長距離配線や既設配線の再利用可能、ネットワー
ク機能も備えた高いコストパフォーマンスを誇る日本製システムの提案です。

日興通信株式会社
（トレンドマイクロ株式会社）

身代金を不正に要求するランサムウェアやなりすましメールを駆使する標的型攻撃など、サイバー攻撃はますます複雑化してい
ます。その脅威に対抗する最新のセキュリティ・ソリューションをご紹介します。

ＮＥＣ　パートナーズプラットフォーム事業部



＊都合によりセミナー内容・展示内容に変更がある場合がございます。あらかじめご了承願います。 

【オフィス改革ソリューション】

行先表示＆施設予約システム 全業種 オフィス改革

光触媒環境浄化装置【ＣａＡＬＬ】 医療・介護など オフィス環境改善

ナノミスト加湿装置【ナノフィール、リフレプロ】 医療・介護など オフィス環境改善

自動おしぼり製造機【プールス】 医療・介護など オフィス環境改善

Ｓｅａｇｕｌｌ－ＬＣ　Ｏｆｆｉｃｅ／ＷｏｒｋＦｌｏｗ／ＳＦＡ／ 全業種 グループウェア／オフィス改革

Ｓｅａｇｕｌｌ－ＬＣ　アンケートシステム 全業種 オフィス改革／サービス向上

ＳＡＮＳＨＩＮ　ＤＡＴＡ　ＣＥＮＴＥＲ 全業種 データセンター

設置・工事・保守・アフターサービスの
トータルサポート

製造・装置 アウトソーシング

インタラクティブホワイトボード　BrainBoard®

65型ディスプレイタイプセット
全業種 学校ＩＣＴ／オフィス改革

学校　法人 学校ＩＣＴ／オフィス改革

UNIVERGE SV9500 UCソリューション
（スマートフォン／ＳｆＢ活用）

全業種 ネットワーク

リブーター 全業種 ＳＥ・ＳＩ
ダイワボウ情報システム株式会社
（明京電機株式会社）

IT機器のフリーズや、機器の立上げ/シャットダウンの為だけに、わざわざ現地出動していませんか？　
休日、夜間、早朝…。。。　　そのお悩み、【リブーター】が解決します！！！

セーフティチャージャー　タブレット充電収納保管庫 株式会社ライオン事務器

文科省主導で進められる教育現場でのＩＣＴ利活用。自動生徒への端末一人１台という環境整備が進められていく中、当社は単
に端末の充電＆保管場所としてではなく、現場の要求を満たす高機能充電収納庫を提供します。

ＮＥＣ　パートナーズプラットフォーム事業部

NEC製交換機UNIVERGE SVシリーズを使うことでスマートフォンの内線活用、
Skpe for Business（旧Lync）連携、及びCiscoテレビ会議システムとの連携を実現致します。

三信電気株式会社

サーバ１台からデータセンターをご利用頂けるシェアドラックサービスをはじめ、お客様システムの設計・構築・運用保守まで
トータルでサポート。システムを【持たず】に【利用】に専念頂けます。

ＮＥＣフィールディング株式会社

保守・アフターサービスが全国展開や事業成長の足かせになっていませんか？お客さまのさまざまな製品、機器における「設
置・工事・保守・アフターサポートサービス」のすべてをトータルサポートすることでお客さまの課題解決に貢献します。

ＮＥＣ　パートナーズプラットフォーム事業部

ＮＥＣのタッチパネルディスプレイが、さらに扱いやすくなって新登場！マルチタッチはもちろん、キズに強く、外光の映り込
みが少ない、ＡＧコート処理の保護ガラスを採用し、映像もより見やすくなりました。

ＮＥＣフィールディング株式会社

プールスは医療・介護の現場や、外食・レジャー施設など、さまざまなシーンで国内10,000台以上の導入実績がある使い捨て
自動おしぼり製造機です。

株式会社ワイイーシーソリューションズ

クラウド型のグループウェア、社内申請承認を効率化するワークフロー／営業活動を見える化するＳＦＡ　ＹＥＣの業務支援
サービスの強力なオフィスソリューションラインナップです。

株式会社ワイイーシーソリューションズ

アンケートやテストをＷＥＢブラウザを利用してサービスのご提供を致します。サービス形態はクラウド
型のご提供となり、従量課金制で安価にご利用頂けるサービスです。

東洋通信工業株式会社

行先や在・離席情報の社内共有や外出先からの伝言確認が簡単に行え、大切なお客様からの伝言漏れ、紛失防止と共にフリーア
ドレスに最適なアイテムです。

ＮＥＣフィールディング株式会社

光触媒環境浄化装置は空気中の汚れをキャッチするだけでなく、独自の光触媒フィルターによって、一般の空気清浄機では対応
がむずかしい脱臭、ＶＯＣ（揮発性有機化合物）の分解、感染予防などに高い効果を発揮します。

ＮＥＣフィールディング株式会社

本機器がつくりだす超微細な水の粒は、これまでの人の手で生み出されたものの中では桁違いに小さなサイズです。その大きさ
は約10～500ナノメートル（1ナノメートルは10億分の1メートル）で、一般のスチーム加湿とは異なり、部屋のすみずみま
で、水濡れ感のない快適な加湿を実現します。



＊都合によりセミナー内容・展示内容に変更がある場合がございます。あらかじめご了承願います。 

【民間系　業務・業種パッケージ】

全業種 業務パッケージ

全業種 業務パッケージ

手軽に使えるＢＩツール　ＳｉｍｐＷｒｉｇｈｔ 全業種 業種共通パッケージ

ＷＥＢ電子帳票管理システム　ＲｅｐｏｒｔＦｉｌｉｎｇ 全業種 業種共通パッケージ

全業種 物流・倉庫業務

全業種 販売、会計、人事給与

民需 教育・クラウド

民需 ＢＣＰ・クラウド

流通業 業種パッケージ

接客支援統合システム

「ＮＳＷ－ＧＡＤＧＥＴ ＣＵＳＴＯＭＥＲＳ」
小売業／サービス業

ｅ－ロジソーコ２１ 物理業・小売卸売業・製造業 業種パッケージ

ｅ－ロジユソー２１ 運送業 業種パッケージ

製造業 生産管理

印刷業システム『プリンティングナビ』 民需

ＦＤ変換アダプタ 民需

ＡＲｍＫｅｙｐａｄ 民需 ウェアラブル端末

ＩｏＴ端末（遠隔監視非常通報装置） 全業種 ＩｏＴ

デンセイシリウス株式会社

FD変換アダプタはSDカードを利用したFDDの代替装置です。高価な設備や過去のシステムを延命させるレトロフィット商品
です。

ＮＥＣ　スマートデバイスＳＩ技術センター

ＡＲｍＫｅｙｐａｄは、スマートグラス利用者の腕へボタンをＡＲ表示し、タッチ入力を可能にする仮想キーパッドです。作業
項目を表示して操作手順をナビゲートでき、利用者自身の腕で操作できる直感的なユーザーインターフェースです。

ＮＥＣプラットフォームズ株式会社

コルソスの名称で長年にわたり、遠隔監視と通報システムとして様々な現場でご利用いただいており、上下水道のポンプ異常や
無人施設での機械異常通報でお役立ちしています。

マウスでの簡単配車、過去の運行履歴を学習して運行パターンや運賃を自動表示等で簡単売上入力可能な、使いやすさを追求し
た『運送業サポートシステム』です。

中堅・中小製造業向け生産管理システム

「Ｆａｃｔｏｒｙ－ＯＮＥ　電脳工場ＭＦ」
日本事務器株式会社

量産・繰り返し（受注・見込）生産、個別受注生産および準標準品の受注生産形態に対応している中堅・中小製造業向けの生産
管理パッケージです。

デンセイシリウス株式会社

プリンティングナビは印刷業における営業管理や業務管理、経営管理までをトータルに管理し、理想の経営を実現します。

文字認識ハンディターミナルを活用した、入出庫在庫管理システムをご覧頂けます。賞味期限管理にも対応した、食品流通業に
特化したシステムです。

日本システムウエア株式会社

タブレット端末による接客業務の効率化および顧客サービス向上を実現する接客支援統合システムです。店舗業務の効率化とお
客様サービスの充実化で魅力ある店づくりをサポート！

日興通信株式会社

商品管理（荷姿・ロケーション）が充実し、ロット管理（賞味期限・サイズ等…）設定がパワフルな、どのような商品にもマッ
チする汎用性を持った「倉庫管理システム」です。

日興通信株式会社

クラウド型ｅラーニングサービス「recipe.learning（リサイプラーニング）」は、低価格の企業向けｅラーニングサービスで
す。３ヵ月単位、１０人からの導入を低価格で気軽にスタートできます。２週間の無料お試しサービスもございます。

遠隔地データバックアップサービス

「Ｅｚｈａｒｎｅｓｓ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｐｌｕｓ」

株式会社シップス

「ＯＴＲＳ」は、映像による動作分析、時間分析などの機能により、生産・製造現場の作業時間短縮・省力化・コスト低減がで
きるソフトウェアです。

取引先とのＩＴ化が実現。ＢｔｏＢプラットフォームのご紹介 株式会社シップス

ＣＯＲＥ　Ｐｌｕｓ　ＮＥＯ　入出荷検品は、販売管理などの上位システムからの指示データをもとに正確な処理をサポート
し、ロット管理など得意先に求められる物流品質の向上を上位システムの改修を行うことなく短期間に実現します。

基幹業務パッケージ　ＥＸＰＬＡＮＮＥＲ／Ａｉ 日本事務器株式会社

日本事務器株式会社

お客様のサーバー上のデータをクラウドストレージ（Amazon Web Service S3）に自動でバックアップするサービスです。
セキュアな遠隔地のｉｄｃを活用したクラウド環境のため、重要なデータの損失リスクを軽減し、安全に保管いたします。

食品流通業向け文字認識対応入出庫在庫管理システム 株式会社シップス

企業間における紙によるやり取りを電子化することにより、業務コストの削減の時間短縮をサポートする「ＢｔｏＢプラット
フォーム（請求書・受発注）のご紹介です。取引先も含めた各システムとの連携が可能なため、生産性が大幅に向上できます。

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

システム部門に負荷をかけず、全社員がタイムリーに業務データベースの検索や集計、更新を自由に且つ、操作性も簡単なデー
タベース検索ツールです。検索結果や集計結果は定型検索に保存し、再利用が可能です。

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

社内文書をペーパレス化して紙量を削減したい、簡単にＷｅｂ帳票閲覧システムを構築したい、閲覧制限などセキュリティ対策
を充実させたい、情報資産の二次活用を充実させたいというニーズのお客様に適した製品です。

入出荷検品管理システム

「ＣＯＲＥ　Ｐｌｕｓ　ＮＥＯ　入出荷検品」
日本事務器株式会社

30,000本以上の導入実績を誇る、中堅企業向けＥＲＰソリューションです。日本の商習慣や法制度に対応してきた豊富な実績
やノウハウを結集し、基幹業務の中核となる経営基盤を提供します。

クラウド型ｅラーニングサービス

「ｒｅｃｉｐｅ．ｌｅａｒｎｉｎｇ」
日本事務器株式会社

作業分析／業務最適化ソフトウェア　ＯＴＲＳ．１０



＊都合によりセミナー内容・展示内容に変更がある場合がございます。あらかじめご了承願います。 

【官庁・公共・医療系ソリューション】

Ｓｅａｇｕｌｌ－ＬＣ　ｅ－Ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｐａｓｓ

個人番号カード交付予約システム
官公庁 個人番号／予約

Ｓｅａｇｕｌｌ－ＬＣ　Ｃ－Ｃｏｎｎｅｃｔ
市民の声システム

官公庁 市民の声　官庁

Ｓｅａｇｕｌｌ－ＬＣ　資源集団回収管理 官公庁 資源回収　官庁

Ｓｅａｇｕｌｌ－ＬＣ　Ｓｔａｇｉａ　施設予約システム 官公庁 公共施設　予約

Ｓｅａｇｕｌｌ－ＬＣ　Ｃａｌｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ

呼出しアプリ 全業種 サービス向上

Ｓｅａｇｕｌｌ－ＬＣ　ｅ－Ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｐａｓｓ

健診Ｗｅｂ予約システム
医療 健診予約

液晶ディスプレイ一体型電子黒板 学校　法人 学校ＩＣＴ／教育

【組込みソリューション】

絶縁監視装置 製造業 組込み

無線モジュール 製造業 組込み

セキュアセンサデータ収集システム 製造業 組込み

NEC Advanced Analytics-RAPID機械学習 製造業 組込み

GAZIRU個体識別サービス(個品管理) 製造業 組込み

耐騒音 音声認識 VoiceDoを活用した現場作業支援ソリューション 製造業 組込み

株式会社ワイイーシーソリューションズ

「Ｓｅａｇｕｌｌ－ＬＣ　Ｓｔａｇｉａ　施設予約システム」は、公共施設の管理者側に必要とされる一連の業務を豊富なノウハウと各種便利機
能によって効率化し、窓口業務を協力にバックアップします。施設の利用者様向けには、インターネットやスマートフォン、街頭端末などの各種
メディアをご用意。いつでも、どこからでも施設情報の入手が可能となり、住民サービスの向上につながります。

株式会社ワイイーシーソリューションズ

病院・クリニックでお待ちの患者様や、役所の窓口で受付をお待ちの方などが所有しているスマートフォンへ、アプリの機能を
使って呼出し通知を表示させます。お持ちの方の時間を有効に使うことができるようにり、ご利用者様の満足向上に繋げられま
す。

株式会社ワイイーシーソリューションズ

「Ｓｅａｇｕｌｌ－ＬＣ　ｅ－Ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｐａｓｓ　個人番号カード交付予約システム」は、予約管理と進捗管理を統合
し、クラウドでご利用頂ける予約・進捗管理システムです。24時間365日予約を受け取ることで、住民サービスの向上と、職
員の業務効率化に繋がります

株式会社ワイイーシーソリューションズ

「Ｓｅａｇｕｌｌ－ＬＣ　Ｃ－Ｃｏｎｎｅｃｔ　市民の声システム」は市民など住民から要望・意見・提案・市民の声（首長へ
の手紙）などをデータベースで一元管理し、受付から回答までをスピーディに行うための機能によって、広聴業務を効率的にサ
ポートします。

株式会社ワイイーシーソリューションズ

「Ｓｅａｇｕｌｌ－ＬＣ　資源集団回収管理」は、職員の皆様のチェックや入力の時間を短縮し、入力ミスやトラブルを防ぎま
す。また、入力したデータを一元管理することにより、システム内のデータを有効に活用することが可能になります。

株式会社ワイイーシーソリューションズ

ＮＥＣ組込みビジネス営業本部

システムや装置の予兆管理や制御が可能となるセキュリティ技術を組込んだセキュアセンサーBOXには、3軸加速度と温度セン
サーを搭載、センサー内で一次解析を行うこともでき、狭帯域な通信路でもデータ転送が可能です。

佐鳥電機株式会社

負荷機器の劣化予兆監視に最適！漏電検出技術を利用した絶縁監視のご提案です。

先生の使いやすさを第一に考え、直観的な操作と分かりやすいアイコン、書き味・追従性が授業の新しいカタチを作ります。ま
た電子黒板にデジタルサイネージ機能が実装され、電子黒板として使用していない時には電子掲示板としての利用ができます。

ＮＥＣ組込みビジネス営業本部

ディープラーニング技術をコアエンジンとした機械学習アプリケーションです。お手本データの学習により、高精度な判断（分
類、検知、推薦など）を実現。省リソースで高速に動作するため、オンプレミスでも導入が容易です。

ＮＥＣ組込みビジネス営業本部

部品などの表面に自然発生する微細な紋様を認識する「物体指紋認証技術」を活用し、個々のモノ(対象物)を識別することが可
能です。これにより、製品や部品などの個品管理(トレーサビリティ)を実現します。

ＮＥＣ組込みビジネス営業本部

紙帳票を使っていた工場での製品検査、プラント設備の巡視点検などの業務を、音声認識によるハンズフリー入力や合成音声に
よる作業指示に置き換え、現場作業の正確性/効率を向上します。

佐鳥電機株式会社

Ａｒｍａｄｉｌｌｏ－ＩｏＴと佐鳥製アドオンモジュールでＧａｔｅｗａｙを簡単に構築可能。センシングネットワークをお考
えのお客様に最適な環境をご提案。

「Ｓｅａｇｕｌｌ－ＬＣ　ｅ－Ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｐａｓｓ　健診Ｗｅｂ予約システム」は健診（時間、場所）をインターネット
から予約できるシステムです。職員・受診者様向けに構成されたわかりやすいシステムです。

日興通信株式会社



セミナープログラム 

【セミナー会場Ａ】（１２階） 

＊都合によりセミナー内容・展示内容に変更がある場合がございます。あらかじめご了承願います。 

セミナー

Ｎｏ．

ＩｏＴ、ＡＩが切り拓く次世代社会
～2016年におけるＩＣＴの可能性

ＮＥＣ

ＮＥＣ
ビジネスクリエイション本部
ニューＩＴエバンジェリスト

林　雄代
安全・安心に貢献するＮＥＣの宇宙ソリューション
～準天頂衛星システムがもたらす新たな社会～

ＮＥＣ

ＮＥＣ
準天頂衛星利用推進室
主幹

村井　善幸

セミナー

Ｎｏ．

ＯＴＲＳを使った業務改善のご紹介
（ユーザー事例を中心に）

株式会社シップス

株式会社ブロードリーフ
ソリューション本部ＩＥ部ＩＥ課
リーダー

大岡　明
経理業務のコスト削減を実現。
ＢｔｏＢプラットフォーム請求書のご紹介。

株式会社シップス

株式会社インフォマート
経営企画部　アライアンス推進部
主任

大谷　恵太郎
既存配線を活かし安価導入可能な
「日本製防犯カメラ」のご紹介

株式会社シップス

株式会社日本防犯システム
販売システムソリューショングループ
東日本統括支店長

鈴木　卓哉

時間 セミナーテーマ／概要 担当会社／講師

担当会社／講師

技術の進歩とともに、生活環境が著しく変化しています。今回の
講演では、近年注目が集まっているＩｏＴと人工知能に焦点を当
て、最新動向をご紹介し、近い将来、どのような使い方がされる
のかご説明いたします。

13:00
～

14:00

16:30
～

17:30

安全・安心な社会に貢献し続ける、ＮＥＣの宇宙ソリューション
についてご紹介します。特に、現在日本が宇宙政策における重要
施策として推進している「準天頂衛星システム(みちびき)」につ
いて、その概要と、近い将来どのような拡がりをみせるのか、事
例を交えながら、わかりやすく解説します。

N-2

N-1

A-1
14:20

～
14:50

トヨタ生産方式や５Ｓに代表される「カイゼン」は幅広い業種で
採用されています。製造業（大手・町工場）、事務、食品、介護
でのＯＴＲＳを使ったカイゼン事例を一部「実際のデータ」も使
いながらご紹介いたします。

A-2
15:00

～
15:30

企業間における請求書を電子化することにより、請求業務の時間
短縮をサポートする「ＢｔｏＢプラットフォーム請求書」のご紹
介です。 電子請求による、生産性向上、時短、コスト削減とペー
パーレスによるＥＣＯを実現する方法をご説明いたします。

A-3
15:40

～
16:10

ニーズ高まる防犯カメラにおいて、同軸ケーブル使用の高画質カ
メラを活用し、高い利便性、管理に手がかかりにくい運営を、導
入事例を交えてご紹介いたします。

時間 セミナーテーマ／概要



セミナープログラム 

【セミナー会場Ｂ】（１２階） 

＊都合によりセミナー内容・展示内容に変更がある場合がございます。あらかじめご了承願います。 

セミナー

Ｎｏ．

入出荷検品ソリューション　ご紹介 日本事務器株式会社

日本事務器株式会社
営業本部　営業統括部
ＩＴソリューション販売推進部

伊藤　由以子
ＳＡＮＳＨＩＮ　ＤＡＴＡ　ＣＥＮＴＥＲ
活用事例ご紹介

三信電気株式会社

三信電気株式会社

吉川　翼
設置・工事・保守・アフターサービスの
トータルサポート

ＮＥＣフィールディング株式会社

ＮＥＣフィールディング株式会社
メンテナンスサービス営業本部
東日本サービス営業部
シニアエキスパート

濱本　剛
ドローン活用サポート ＮＥＣフィールディング株式会社

ＮＥＣフィールディング株式会社
ビジネス開拓本部新事業推進部
主任

大塚　秀樹
日本全国の企業で被害が急拡大！
今一番みじかな脅威「ランサムウェア」とは！？

日興通信株式会社

トレンドマイクロ株式会社
広域営業本部　首都圏営業第1グループ
アカウントマネージャー

杉本　真理
ＩＣＴ活用にとどまらない
　　　　　　　クリエイティブオフィスとは

東洋通信工業株式会社

東洋通信工業株式会社
事業推進企画室

宮本　加奈
ネットワーク対応電源制御装置【リブーター】の活用 ダイワボウ情報システム株式会社

明京電機株式会社
営業部　営業課
課長

佐藤　賢一

担当会社／講師時間 セミナーテーマ／概要

B-1
13:00

～
13:30

端末の機種を選ばないブラウザ搭載のハンディーターミナルを利
用し、「入出荷・在庫の精度向上」「実績情報の早期把握」「庫
内業務の効率化」を支援する入出荷検品ソリューションをご紹介
いたします。

B-2
13:45

～
14:05

三信電気が提供するデータセンターサービス
【ＳＡＮＳＨＩＮ　ＤＡＴＡ　ＣＥＮＴＥＲ】を、実際に利用さ
れているユーザー様の活用事例と併せてご紹介させて頂きます。

B-3
14:20

～
14:50

保守・アフターサービスが全国展開や事業成長の足かせになって
いませんか？お客様の様々な製品、機器における設置・工事・保
守・アフターサービスのすべてをトータルサポートすることでお
客様の課題解決に貢献致します。

B-4
15:00

～
15:30

ドローンの購入、知識・操縦方法、ライセンス取得、保守・点
検、運用をおまかせください。

B-7
17:15

～
17:25

監視カメラシステム、デジタルサイネージシステム等々、ＩＴ機
器のフリーズが原因で、各種サービスがストップしてしまった経
験はありませんか？そんな時、【リブーター】が便利です。

B-5
15:45

～
16:15

日本全国の企業／組織で「ランサムウェア」の被害が止まりません。企業／組織
にとって、まさに、今一番みじかな脅威となっている「ランサムウェア」。本セ
ミナーでは、その「ランサムウェア」がどのようなものなのか？また、なぜ多く
の企業／組織で感染してしまうのか？その中身を解説し、その上で、どうやって
対策をすべきかをわかりやすく、ご紹介致します。

B-6
16:30

～
17:00

情報や思いを共有する自由闊達な「場」が求められる今、クリエ
イティブオフィスを通じてお客様のあらゆる可能性をクリエイト
するオフィス改革ソリューションをご紹介します。



あなたの仕事にお役立ちフェア2016ｉｎたちかわ 参加申込書 

貴社名 

ご住所 
（〒   －    ） 

 

★複数名でお申し込みの場合は、恐れ入りますが本申込書をコピーしてご使用願います。 
★ご来場の際は「お名刺」を２枚ご持参願います。 

▼ご希望のセミナーにチェック（☑）をご記入ください▼ 

下記 「個人情報の取扱いについて」 をご了解のうえ、お申込み願います。 
（個人情報をご記入いただけない場合には本フェアへお申込みをご遠慮いただいております。） 

お名前 

ふりがな 

E-ｍａｉｌ 

ご所属 お役職 

TEL FAX 

貴社ご担当 

営業窓口 

営業担当者 

氏名 

【個人情報の取扱いについて】 
 ◆ご記入いただいた個人情報は、本イベントに関するお客さまへのご連絡など、本イベント開催・ 運営を目的として利用いたします。 
 ◆当該個人情報は、上記の利用目的に必要な範囲内で利用し、第三者に提供またはその取扱いを委託することはありません。 
 ◆お客さまご自身の個人情報に関する照会や訂正、追加、または削除については、お客さまご本人から別途ご連絡いただくことにより、    
  合理的な期間および範囲内で対応させていただきます。フェア事務局までご連絡ください。 
   ※個人情報保護ポリシー について  http://www.nec.co.jp/privacy.html 

http://jpn.nec.com/event/musashino/index.html        FAX:042-526-0910  

ご参加は、下記ホームページ又はＦＡＸにてお申し込み願います。 申込締切日：2016年12月5日（月） 

※定員を上回る場合、ご出席の調整をお願いさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。 
※同業他社のご来場はお断りする場合があります。 

ホームページにアクセスできない場合は、本申込書に必要事項をご記入の上、担当営業へお渡し頂くか、事務局あてＦＡＸにて送信願います。 

会場 ﾁｪｯｸ欄 
セミナー 

Ｎｏ． 
時間 セミナーテーマ 

Ａ 

N-1 13:00~14:00 ＩｏＴ、ＡＩが切り拓く次世代社会 

N-2 16:30~17:30 安全・安心に貢献するＮＥＣの宇宙ソリューション 

A-1 14:20~14:50 OTRSを使った業務改善のご紹介（ユーザー事例を中心に） 

A-2 15:00~15:30 経理業務のコスト削減を実現 BtoBプラットフォーム請求書のご紹介 

A-3 15:40~16:10 既存配線を活かし安価導入可能な『日本製防犯カメラ』のご紹介 

Ｂ 

B-1 13:00~13:30 入出荷検品ソリューション ご紹介 

B-2 13:45~14:05 SANSHIN DATA CENTER活用事例ご紹介 

B-3 14:20~14:50 設置・工事・保守・アフターサポートのトータルサポート 

B-4 15:00~15:30 ドローン活用サポート 

B-5 15:45~16:15 今一番みじかな脅威「ランサムウェア」とは！？ 

B-6 16:30~17:00 ＩＣＴ活用にとどまらないクリエイティブオフィスとは 

B-7 17:15~17:25 ネットワーク対応電源制御装置【リブーター】の活用 

展示のみ 11:00~18:00 
※おおよそのご来場予定時間がわかればご記入願います。 

20161117 

ご来場予定時間 →    時頃 


