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1 新しい働き方

RPAは、皆様の日ごろの業務の手順を登録しておくだけで、ブラウザやクラウドなどさまざ

まなアプリケーションを横断して業務の自動化を行う新しいテクノロジーです。弊社提供の

RPAツールBizRobo!は、皆様をルーティンワークから解放し、皆様の企業活動の生産

性向上に貢献し、未来の働き方を変えていきます。

RPAテクノロジーズ㈱

2 新しい働き方
「BtoBプラットフォーム」は世界中の企業や人を結ぶ、革新的なプラットフォーム。【請求

書】【契約書】【受発注】など企業間のさまざまな商行為を電子データ化。
㈱インフォマート

3 新しい働き方

社内外のデータを多角的かつ高度な分析をノンプログラミングで実現する可視化ソリュー

ションと、高精度なOCR機能を活用した紙の書類をデータ化と自動仕分け管理までを

実現する文書管理ソリューションをご紹介します。

ウイングアーク1st㈱

4 新しい働き方

NTTコミュニケーションズは、皆さまの

テレワーク導入をサポートします

「すべての社員にテレワークを実施してもらいたい。

しかし、オフィスでしかできない業務がある…」

NTTコミュニケーションズでは、

そんなお悩みを抱える企業でひとりでも多くの方が

テレワークを実現する取り組みをサポートいたします。

　　・スマートフォンの内線化

　　・社内外の連絡先をクラウド管理

　　・Microsoft Teamsで外線通話を実現

NTTコミュニケーションズ㈱

5 新しい働き方
NXクラウドを活用したテレワーク業務効率化のご提案や、大臣スマート打刻サービスを

利用した手軽に始める勤怠管理システムをご紹介！
応研㈱

6 新しい働き方

顧客満足度・導入シェアNo.1 業務パッケージソフトの決定版 「奉行シリーズ」 のブース

を是非ご覧ください。

また、with コロナ時代におけるテレワーク等の対応は 「奉行クラウド」 にお任せください。

㈱オービックビジネスコンサルタント

7 新しい働き方

「テレワークにも対応 申請・承認フローを直感的に作成運用できるワークフロー」X-

point Cloudのご紹介となります。

新型コロナウイルスの感染拡大を防止による外出自粛で、全国的に急激に進んだテレ

ワーク。

非常事態宣言が全面解除された後、企業活動も通常の体制に向けて徐々に動き出し

はじめました。

コロナ禍の影響で以下のような問題が、多くのメディアなどで取り上げられています。

・ハンコを押すためだけに出社する「ハンコ出社」

・ツールがなくそもそもテレワークできない

そこで今、注目されているのが「ワークフローシステム」です。

ワークフローでどのようなことができるのか、

ワークフローを導入することでどのような効果が得られるのか、

働き方改革に関する情報収集として、是非お役立てください。

ダイワボウ情報システム㈱

8 新しい働き方

「Cisco　Webex　クラウドソリューションのご紹介」　Web会議、ビジネスチャットツール、

ビデオ会議端末活用による働き方改革をご支援致します。

「Meraki　クラウド管理ソリューションのご紹介」　無線アクセスポイン、LANスイッチ、

UTM、セキュリティカメラなどをクラウドで一括管理、テレワークを含め新しい働き方への移

行をご支援致します。

ダイワボウ情報システム㈱ with Cisco

※出展内容が変更になる場合がございます。
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9 新しい働き方

【事務・総務・人事向けソリューション】

・ＡＩ－ＯＣＲ文字認識ソリューション

・業務効率化ソリューション「ABBYY Flexi capture」

・定型業務を自動化　ＲＰＡソリューション

・ＢＣＰ対応防災関連資材・機器

【製造向けソリューション】

・ＲＦＩＤ工程管理

・ＲＦＩＤ活用棚卸しソフト

・棚卸し・発注業務の効率化「スマートマット」

・製造・物流現場にお勧めの資材

トッパン・フォームズ㈱

10 新しい働き方

【電子契約・契約管理システム（WAN-Sign）ご紹介】

　今話題！　不要なハンコ廃止しませんか。

　電子契約導入で実現するハンコを押すための出社とさらに印紙が不要に！！

日本アバカス㈱

11 新しい働き方

コロナ禍で私たちの働き方が大きく変化する中、ＮｅｗＮｏｒｍａｌ時代に向けた『ス

マートワーク＆デジタルオフィス』をテーマに各種商材のご紹介をいたします。

①ＲＰＡ（Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｒｏｂｏt  Ｓｏｌｕｔｉｏｎ）

②働き方見える化サービスＰｌｕｓ

③勤革時

④Ｓａｆｉｅ

⑤過入場検知サイネージＳＬ

⑥働き方改革はじめの一歩パック

⑦Ａｄｗｉｎｄｏｗ Ｓｅｌｅｃｔ ＳＸ

⑧Ｂｒａｉｎｂｏａｒｄ＋Ｚｏｏｍ

⑨顔認証アプライアンスサーバ

⑩Ｚｏｏｍ Ｒｏｏｍｓ

日本電気㈱

12 新しい働き方

他に先駆けてサービス開始して以来13年。すでに導入社数15,000法人を突破した

『PCAクラウド』。「所有」から「利用」への流れが確実に到来しつつあります。さらにこの度

サブスクリプション第2弾として、オンプレミス型の定額サービス『PCAサブスク』をリリース致

しました。基幹業務システムのサブスクリプション型サービス『PCAクラウド』『PCAサブスク』

をご紹介します。

ピー・シー・エー㈱

13 新しい働き方

点呼アプリ「まる点呼。」をご紹介します。

点呼とは、事業用自動車の運行の安全を確保するための入り口で、最も大事な業務で

す。「まる点呼。」は本人確認はもちろん、アルコールチェックや運行指示事項の確認など

全てデータにて管理可能。業務の安全対策、運行管理補助に是非ご活用ください。

Azureを活用したクラウドサービスのため、初期費用を抑えて、手軽に利用できます。

福島コンピューターシステム㈱

14 新しい働き方 17000社への導入実績！ 豊富なラインアップで最適なソリューションをご提供します ㈱ミロク情報サービス

※出展内容が変更になる場合がございます。
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15 新しい働き方

「デジタルを活用したニューノーマル時代の新しい働き方」

ニューノーマル時代に求められる働き方改革をはじめ、様々な経営課題や業務課題の

改革にチャレンジしている

ソリューションや、デジタルを活用し生産性向上を実現しているソリューションをご紹介いた

します。

リコージャパン㈱

16 守る・つながる

インターネットは、情報・通信機器により急速に発展しビジネスに不可欠な要素となりまし

た。

センサーやウェアラブル端末などのIoTデバイスが無線LANを介してインターネットを活用す

ることで、

新たなサービスを提供することが期待されています。

アライドテレシスは、膨大なIoTデータを使い切るために、「一元化」「簡素化」「自律化」

を

有線・無線に関わらず実現し、柔軟で効率的なネットワークインフラを提供致します。

アライドテレシス㈱

17 守る・つながる

15年連続シェアNo.1PC管理ツール「LanScopeCat」、クラウドPC管理・MDMツール

「LanScopeAn」、次世代型ウイルス対策「CylancePROTECT」でオフィスの端末の

統合管理をご提案します。また、社内FAQチャットボット「Syncpit」による社内の定型問

い合わせ対応の省力化をご提案します。

エムオーテックス㈱

18 守る・つながる

もうセキュリティに迷わない　「AppGuard」

　頻発するサイバー攻撃の被害は、検知型AV製品では防ぐことが難しいのが現状です。

　従来型では不可能な「マルウェアのの発症を防ぐ」、「サイバー攻撃を成立させない」、

革新のセキュリティAppGuardは安心・安全をお届けします。

㈱シー・エル・シー

19 守る・つながる

①中小病院向け「ネットワーク構築ソリューション」

現在の病院業務において、各部門のシステムと連携させ、利便性や業務効率化を図る

医療情報システムでは、安定・安全・安心稼働を実現する為の「ネットワーク基盤」は欠

かせません。

ヒアリング～設計～構築～アフターサポートまでお求めやすい価格で、ワンストップでご提

供するネットワークトータルソリューションです。

㈱SHINKO

20 守る・つながる

ニューノーマル時代の働き方を支援する、最新のセキュリティソリューションをご提案しま

す。

■セキュリティと利便性を両立、BYODにも対応可能な安心安全テレワーク

・企業向けリモートデスクトップ「Soliton SecureDesktop」

・DNSフィルタリング「Soliton DNS Guard」

■クラウドサービスのID管理とシングルサインオン

・国産IDaaS「Soliton OneGate」

■システム管理者の悩みを解決するストレージ管理の決定版

・仮想ストレージ「VVAULT」

㈱ソリトンシステムズ

21 守る・つながる

・ニューノーマル時代におけるネットワーク整備のススメ

テレワーク・ワーケーションが今後推進されていく中で、今一度NW環境の見直し・整備が

必要になります。

その中で安価で安心な構築のお助けをさせていただき、NW環境まるごとバッファローでの

構築が可能になりました。

㈱バッファロー

※出展内容が変更になる場合がございます。
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22 守る・つながる

守る。つながる。

　データセンターのご紹介

　ホスティングサービスのご紹介

　セキュリティ商材のご紹介

㈱福島情報処理センター

23 明日を変えよう

・Withコロナ時代の必須アイテム“SenseThunder”(AI温度検知)　高精度で高速、

異常温度検知と顔認証が後付け設置で可能に！

・現代に求められるサイバーセキュリティ対策をおまかせ「Sophos」 Intercept X w/

EDR、XG FireWall

SB C&S㈱

24 明日を変えよう

FF Projectの取り組みについて

私たちは、福島県郡山市に本社を構える株式会社福島情報処理センター(FIC)と福

島コンピューターシステム株式会社(FCS)のメンバーで構成された、先端ITを使ったプロト

タイピング/R&Dを得意とする、社会課題解決プロジェクトチームです。FF Projectのこれ

までと現在の取り組みについてご紹介します。

FFプロジェクト

25 明日を変えよう

産業用PC、サイネージ関連、NW機器から工事までトータルソリューションをご提案！！

エレコムブースでは、IoTソリューションカンパニーとしてグループ各社の製品を中心に、

産業用PCからネットワークまで、トータルソリューションをご提案させて頂きます。

展示物のご紹介

■ZEROSHOCKタブレット

■工事ソリューションサービス（監視カメラ/wi-fi化）

■サイネージ関連

エレコム㈱

26 明日を変えよう

キヤノンマーケティングジャパングループでは、お客様の企業価値向上のために業務の

様々な課題やニーズに応え、新たな価値を共に創り出すことのできるビジネスパートナー

を目指しております。本フェアでは、キヤノンが強みとする光学技術を基にした、映像の利

活用の取り組みを中心に、昨今の経営課題・業務課題の解決にお役立ちできるソリュー

ションをご紹介させていただきます。

キヤノンマーケティングジャパン㈱

27 明日を変えよう

サイボウズでは、導入17,000社以上、様々な業務アプリを簡単につくれる「kintone」お

よび国内シェアNO.1のグループウェア製品「サイボウズOffice」「ガルーン」、共有メーラー

のメールワイズをご提供しております。デモンストレーションや運用に関するご相談もお気

軽にお声がけくださいませ。

サイボウズ㈱

28 明日を変えよう

「生産現場のデジタルトランスフォーメーション 超高速開発Magicなら出来る！」をテーマ

に、現場で発生する様々な「情報」を活かすため「楽に」「簡単に」収集するしくみや、

ちょっと役立ちそうなアプリを出展します。ITの有効活用、現場への導入について、お手

伝いが出来ればと思っています。

奏風システムズ㈱

29 明日を変えよう

RECAIUSとは、東芝が長年研究・開発を研鑽してきた、AI技術－音声認識、音声合

成、対話技術と自然言語処理技術、知識処理技術を高度に融合した

”人とシステムを繋げるコミュニケーションAI”です。RECAIUSの想いは、"人に寄り添い、

人を理解し、人と共にある"ことです。

多様な人がいきいきと活動できる社会の実現を目指し、働き方の革新と生活の快適化

を促進します。

東芝デジタルソリューションズ㈱

※出展内容が変更になる場合がございます。
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30 明日を変えよう

日立システムズは、現場課題や経営課題をデジタルトランスフォーメーション（DX）で解

決するソリューションを提案いたします。業務効率化を図るためのAI-OCRや自動メー

ター読み取りなどのIoTソリューション、オフィス環境を改善するためのFlex Work Place

やAERO SHIELDなどのサービスなどをご覧いただき、ご参加されたお客さまの生産性を

高め、活力をもらたす会社つくりに貢献します。

㈱日立システムズ

31 明日を変えよう

オンプレミスでもクラウドでも、システム連携とアプリ開発に効率とスピードを提供する、高

速開発・連携ツールをご紹介します。PC、Web、モバイルの高品質な業務アプリケーショ

ンを短期間で開発できる「Magic xpa」と、　クラウドで月額利用が可能になり、より使い

やすくなったデータ連携ツール「Magic xpi」が、業務の効率化、自動化、デジタル化を

支援します。

マジックソフトウェア・ジャパン㈱

32 明日を変えよう

『地図』×『データ』＝“発見”＆“価値”

マップマーケティングは「地図」を使いマーケティングを行う地図情報システム開発・販売す

る会社です。

商圏分析ソフトウェアの決定版、TerraMapシリーズをご紹介いたします。

販売促進・店舗開発・顧客データ分析に関わる担当者様必見！

展示内容

・TerraMapシリーズ

・診療圏分析レポート

・介護圏データパック

・TerraMap API（地図システム開発支援）

ほか

マップマーケティング㈱

33 これからの医療介護

信頼と実績のMightyシリーズでは、査定・返戻分析機能や、クラウド版・ORCA版・歯

科版等、さまざまな機能を搭載した商品をご用意しております。

レセプトチェックソフトのリーディングカンパニーとして、Mightyシリーズは全国の医療機関

様に採用された高い信頼性があります。

㈱エーアイエス

34 これからの医療介護

ＮＤソフトウェアは業務支援ソフトウェア「ほのぼの」シリーズを、全国の福祉施設様への

導入実績を持つ業界トップシェアメーカーです。ソフトウェアはもちろん、豊富なラインナップ

で施設全体のIT化を実現します。

■バイタル機器との連携も可能「タブレット記録アプリ」

■首にかけるだけ、耳が痛くならない最新インカム

■最新技術「AIケアプラン」

■訪問職員の直行直帰を実現、特定事業所加算の要件にも対応「訪問系アプリ」

NDソフトウェア㈱

35 これからの医療介護

「かかりつけ」から広がる安心。地域一丸であなたの健康を守ります。

「キビタン健康ネット」は患者さん同意のもと、福島県内の病院・診療所・歯科診療所・

薬局・介護老人保健施設の間で、患者さんの診療情報を共有し、その後の診療に役

立てることを目的としています。

・病院で受けた検査結果等をかかりつけ医で確認

・薬局で受け取ったお薬情報を参加施設で共有

・救急や災害時に、画像や調剤情報を確認できて速やかな対応が可能

キビタン健康ネット事務局

※出展内容が変更になる場合がございます。
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36 これからの医療介護

私どもは日清紡グループ・日本無線グループ唯一のソフトウェア会社としてグループ内企

業、医療機関向けや官公庁など向けにソフトウエア開発を担ってきましたが、培った技術

力を活かしアウトソーシング企業様と共にエンドユーザー様に価値あるサービスを創造・提

供したいと思っております。

弊社サービスは、コロナによる人員不足や労働人口減少・働き方改革の課題に直接寄

与できるデジタルレイバーを提供いたします。

熟練スタッフの退職や異動、人件費の高騰、ヒューマンエラーなど人に依存する課題を解

決し、競合企業との優位性向上になり事業の継続性を向上させることが出来るものと自

負しております。

◆自動化サービス（日清紡G各社への導入実績あり）

　システムフロー図を作新し、適材適所にツール（RPA等）を導入することで業務効率

化を実現します

◆ナレッジデータサービス（1700の医療機関へのサポート実績あり）

　手順書に書ききれないレアケースで熟練者に頼っていた作業をナレッジデータベースに

蓄積することで属人化を解消します。

JRCエンジニアリング㈱

37 これからの医療介護

クラウド型電子カルテ「Hi-SEED Cloud」は直観的なインターフェイスとアシスト機能によ

りスムースなカルテ記録をサポートします。また、3省3ガイドライン対応のクラウド環境と

ISO27001・ISO27000に準拠したクラウド監視センタの監視体制により、安心・安全

な電子カルテ運用を提供します。またレセプトチェックソフト「べてらん君コラボ」を標準搭

載。レセプト請求もしっかりとサポートします。

日立ヘルスケアシステムズ㈱

38 これからの医療介護
●メディカルデバイス、新型コロナウィルス（ＣＯＶＩＤ－１９）感染対策ソリューショ

ンのご紹介
フィンガルリンク㈱

39 これからの医療介護

コロナ禍の中で【いかにICTを使って感染症対策を行いつつ、生産性向上を図っていく

か】をテーマに皆さまの課題解決に役立つ各ソリューションを是非ご体験下さい。

展示物のご紹介

■タブレットシステム：すぐろくケアマネ、すぐろくHOME、すぐろくTablet

■事業所内・法人内情報共有システム：MeLL+pro、MeLL+family

■介護保険請求・記録システム：ワイズマンシステムSP

㈱ワイズマン

※出展内容が変更になる場合がございます。


