
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、

厚く御礼申し上げます。

毎年多数の方々のご来場をいただいております「ITソリューションフェア」を、本年も下

記の通り開催いたします。

今年は「心も体もITも健康に」をテーマに、「地域包括ケア」「標的型攻撃」「ストレス

チェック」など旬な話題に関する講演のほか、お役に立てる最新のITサービス・商品をご紹

介いたします。

ご多忙の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ぜひ足をお運びいただけますようお

願い申し上げます。 敬具

主催 ： 株式会社アイテックス

株式会社アイテックス

代表取締役社長 光長 宏恭

平成28年9月29日（木） 10：00～17：00

（受付は16：30までとさせて頂きます）

ザ・グラマシー

〒745-0011 山口県周南市桜馬場通3-16（TEL）0834-32-5000

入場無料

【日時】

【場所】

〔展 示 会 場〕 2F ブルーオーシャン
〔セミナー会場〕2F ザ・マディソンホール

協賛 ： 富士通株式会社 一般社団法人山口県情報産業協会



Ｓｋｙ株式会社

『SKYSEA Client View』はIT資産管理・ログ管理・デバイス管
理など「情報漏洩対策」と「IT運用」に必要な機能を搭載したクラ
イアント運用管理ソフトウェアです。

最新バージョンでは、標的型攻撃への対策や、マイナンバーの情報
漏洩対策にお役立ていただける機能を強化しました。

■クライアント運用管理ソフトウェア
『SKYSEA Client View』

■allinMap Studio

企業が必要とする制度対応が全て揃っているオールインワンのサー
ビス！
はじめてのストレスチェック制度に安心して対応できます。
実施準備・運用、ストレス受検など、各分野の専門家（医師・社会
保険労務士・カウンセラー）が、さまざまなご相談に対応します。

■ストレスチェック

株式会社ＮＩコンサルティング

株式会社クマヒラ

様々な入退室管理運用を想定した豊富な機能を標準搭載、鍵管理装
置やセキュリティシステムを一元管理します。どこまでも進化する、
いつまでも使える、２０年対応のセキュリティシステムです。

■入退室管理システム

株式会社エム・オー・エム・テクノロジー

「電子カルテとのシームレスな連携」「施設運用に合わせ選択可能
なオプションパッケージ」「受診者サービスの向上」をコンセプト
に開発した健診システムです。健診業務の事務作業を大幅に改善・
効率化を図ることが可能です。

■富士通健診支援システム『HOPE IMFINE』

展示一覧 （会場：２Ｆ展示会場 ブルーオーシャン）

鍵は、セキュリティの原点です。鍵を確実に保管し、使用する人を
制限し、授受記録を残すことが鍵管理の基本です。様々なシチュ
エーションに応じた鍵管理機をラインアップし、管理の正確性を高
め、労務コストを削減、鍵を預かる人の精神負担軽減に寄与します。

■プライムキーボックス

可視化経営システム（VMS）とは、「可視化経営」を実現するた
めに必要となるITツール群です。

可視化経営の中枢をなすSales Force Assistantは、現場の情報を
吸い上げて社内に伝える「日報神経」として現場の生の業務ナレッ
ジを蓄積していく仕組みです。

■可視化経営システム

映像による監視・記録は、現代のセキュリティシステムにとって欠
くことのできない機能です。大容量録画装置による長期録画や多彩
な画像処理機能など、最新機能を備えた映像監視システムをライン
アップ。お客様のニーズにあわせた映像監視を実現します。

■監視カメラ

株式会社オービックビジネスコンサルタント

「見やすさ使いやすさの追求」「精神科に特化した高機能の追求」
「充実したサポートの追求」をコンセプトに開発した精神科病院専
用の電子カルテシステムです。精神科特有の煩雑な日々の業務を大
幅に効率化する事が可能です。

■精神科病院様向け電子カルテシステム
『MOMACE』

三幸工業株式会社

オールインマップスタジオは、必ずしも地図のことをよく知らな
くても、直感的に地図システムと連携が可能です。既存の住所録
データ（住所台帳）を地図と連携させ、その住所録に基づいたシ
ミュレーション（グラフ表示・ランク表示）が可能な地図システム
が短期間で構築できます。

■セキュリティゲート（カタログ展示）

セキュリティゲートは、エントランス空間との両立やイメージアッ
プ効果、厳格なセキュリティラインの形成に高いパフォーマンスを
発揮します。豊富なラインアップで、お客様のニーズに最適なゲー
トをご提案致します。

株式会社弘法

毎分120枚/A4の高速性と経済性を実現するRISO独自のテクノロ
ジー。コンパクトなサイズで、高い生産性を実現。オフィスでの使
いやすさを追求したもうひとつのオルフィス。ORPHIS FW5230
をご体感ください！

■高速ビジネスインクジェットフルカラープリンター

高性能、シンプル性、低コストの三要素を兼ね備えた渾身のセキュ
リティアプライアンス。

WatchGuard Fireboxはネットワークのすべての脅威に有効なソ
リューションです。サイバー攻撃からビジネスを守り抜きます！

■統合脅威管理（UTM）
WatchGuard Fireboxシリーズ

ダイワボウ情報システム株式会社

■ネットワークカメラ録画装置

監視・防犯用途にとどまらず、録画した映像の解析によるマーケ
ティング向け需要も増え、用途が広がっているネットワークカメラ
をご覧ください。

■ネットワークカメラ

近年注目を浴びているセキュリティシステムについて、ネットワー
クとの組み合わせにより、製造業界/医療介護業界毎に、ご希望の
用途にあわせてご提供いたします。

手のひら静脈認証は、従業員をパスワード管理から解放し、オフィ
スのセキュリティと生産性を両立させます。手をかざすだけで簡単
に業務PCへログオンできる富士通独自技術を先進的な活用事例を
交えてご紹介いたします。

■ID・パスワード方式はもう限界？
富士通オンリーワン技術『手のひら静脈認証』

富士通株式会社

高齢者見守りソリューションは、音や人の動きから生活気配の有無
を推定し、カメラを使わずにプライバシーに配慮した見守りを行い
ます。
異常を検知すれば、看護師が常駐するサービスセンターへ通知して
安否確認を実施。安心して生活できる環境をサポートします。

■高齢者見守りソリューション



株式会社アイテックス

電子カルテに関する様々なご要望と、これまでに培ってきたノウハ
ウを活かし、機能を大幅に強化。

日々の多忙な診療においては、簡単に入力・閲覧できる高い操作性
が非常に重要となります。『HOPE EGMAIN-LX』は、シンプル
な操作と高い検索性能で、医師をはじめとする医療スタッフの業務
を強力にバックアップします。

■富士通電子カルテシステム
『HOPE EGMAIN-LX』（中堅規模病院様向け）

お客様の不要となったICT製品を回収し、リユース・リサイクルによ
り、運送費用・データ消去費用等の無償化を実現するサービスです。
長年のリース満了物件処理のノウハウを生かした信頼性の高いデー
タ消去作業により、安心してご利用いただけるサービスをご提供い
たします。

■ICT製品無償引取サービス

■富士通 国保連伝送代行サービス
『介護伝送代行サービス』

主催

『HOPE SX-S』は、レセプト業務の効率化と使いやすさを追求し、
使う人のより快適なワークスタイルをサポートします。

また、富士通がご提供する電子カルテシステム、介護事業者向け支
援システムと連携することで、最適な医療とケアの実現を支えます。

クラウドサービスと融合する次世代医療事務システムとして、刻々
と変化する医療経営を支えます。

■富士通医療事務システム 『HOPE SX-S』

優れた操作性とひと目でわかる支援実績で「成果の見える」

特定保健指導の業務をサポートします。

■特定保健指導システム『WelNets』

『LifeMark-WINCARE』は、多くの介護支援事業者様に導入され
ている実績を活かし、介護の現場で分散している介護情報や介護記
録の一元管理を行うシステムです。

地域包括ケアに向けてのSNSを利用した情報共有やタブレット・
スマートフォン端末での記録機能もあり、業務時間の短縮を実現。

■LifeMark-WINCARE

介護現場での記録をタブレット端末（iPad等）を使い、その場で
簡単に記録を残すことができます。
入力作業は画面タッチで簡単に入力できるように工夫されています。
手書き時はノートなどに二重で記入していた記録も一度の入力で各
記録や日誌へ反映されるので効率的です。

■介護記録システム『きろくま』

富士通介護保険システム『LifeMark-WINCARE』で入力した訪問
実績と連動し、登録ヘルパーさんの賃金計算が可能です。ヘルパー
さんごとの時給単価、訪問種類での時給単価の違いなども登録が可
能で、1ヶ月の賃金計算を簡単に実現。

■登録ヘルパー賃金計算システム
『サクッとヘルパー賃金』

■タブレットシステム 事務所に戻らず効率アップ

※ マークの商品はアイテックスの自社パッケージソフトです。

富士ゼロックス山口株式会社

文書の電子化から情報の共有、効果的な文書の活用など、文書管理
の一元化を実現。
業務の効率化はもちろん、企業活動におけるCSRや法規制対応の
観点からも重要なテーマです。
「重要文書の保管・管理」も「事業継続計画（BCP）」の一環で
あり、重要文書が失われないよう、電子化して社外に保管するなど、
リスク分散を図ることが求められています。

■文書管理ソリューション

富士通リース株式会社

本システムは、富士通株式会社製医療事務システム『HOPE SX-
R』に蓄積されたデータを簡単な操作で抽出して、医療情報の分析
を支援するシステムです。経営判断のための院内会議資料や政府機
関・自治体への統計資料提出等、煩雑な統計業務の負担を軽減しま
す。 その他、介護・医療に関するお悩み事があればぜひご相談ください。

「地域包括ケアシステム」の実現には、「かかりつけ医」が中核と
なって活躍することが期待されています。

『HOPE LifeMark-SX』は、在宅医療、介護連携などの様々なク
ラウドサービスと融合する次世代電子カルテとして、多様化する医
療現場における「かかりつけ医」の活躍を強力にサポートします。

電子カルテとつながるクラウドサービスとして、まず「WEB診療
予約」「地域包括ケア」「クラウドBCP」をご提供いたします。

■富士通電子カルテシステム
『HOPE LifeMark-SX』

月額「980円」で

・光回線等のインターネットで伝送が可能です。

・国保連伝送ソフト及び電子証明書は不要。

インターネットが使用できるパソコンがあればOK。

外出先で、サービス変更があった場合も、各書類（サービス利用票
/別表/利用者負担分明細）の変更や印刷が可能です！

また、音声入力によるスムーズな記録を実現しました。

支援経過記録などもキーボードを使わずに音声入力で記録を登録す
ることも可能です。

■栄養管理システム『栄養メイト』

管理栄養士様の視点から扱いやすいシステムとして改良を重ねてき
ました。個人台帳に禁止食品を登録して提供する料理を差し替えた
り、差し替えた料理や喫食率の登録により個人毎の栄養管理が可能
です。iPadとの連携も可能になり、利用者とのヒアリングがス
ムーズに行えます。

■MedicalCabinet R （富士通エフ・アイ・ピー株式会社商品）

医療・介護連携可能 医療・介護連携可能

株式会社富士通マーケティング

面倒なコンテンツの差替え・更新を劇的にやさしくする、新発想の
デジタルサイネージソフトウェアです。特別な知識が無くてもコン
テンツを容易に差替えることができます。タッチサイネージコンテ
ンツも簡単につくれます。

■ChaMEO

聴覚障がい者参加型コミュニケーションツール『Live Talk』

会議や打ち合わせなど複数人が情報を共有する場において、発話者
の発言を音声認識し、即時テキストに自動変換して複数のパソコン
画面に表示することで、参加者全員がリアルタイムに情報を共有で
きるソフトウェアです。

■Live Taｌｋ

■経口メイト
経口維持加算計画作成ソフト『経口メイト』

2015年の介護報酬改定に対応したソフトです。

厚生労働省の様式例をより使い易く改良しています。定型文からの
登録や記入漏れチェックにより安心して運用できます。

売上げの一部を赤い羽根共同募金を通じて寄付し、高齢者福祉施設
の活動を支援します。

株式会社ニュージャパンナレッジ



TEL 0834-21-6740 FAX 0834-21-9220 URL: http://www.itecsnet.co.jp/ E-mail : info@itecsnet.co.jp

株式会社アイテックス 担当：友森・問田

セミナー内容 （会場：２Ｆセミナー会場 ザ・マディソンホール）

■15：00 ～ 16：00 標的型攻撃と戦う
～標的型攻撃から組織を守るために必要な対策とは？～

■13：00 ～ 14：10 地域包括ケアシステム構築に向けて
～富士通が考える地域包括ケアの在り方～

－午後の部－

■10：30 ～ 11:30 ストレスチェックについて

近年、企業や組織が保有する個人情報や機密データなどを狙った標的型攻撃の手口は、巧妙化・悪質化
しています。

その対策は非常に困難だと言われており、実際、標的型攻撃に対しては1つの対策ではなく、様々な
ソリューションを組み合わせた多層防御対策を行うことが必要です。本セミナーでは、最新の標的型攻撃
の手法や、標的型攻撃のフェーズごとに、「SKYSEA Client View」を利用した対策例をご紹介いたしま
す。また、新バージョンで強化された標的型攻撃対策に有効な機能もあわせてご紹介します。

【講師】Sky株式会社 ICTソリューション事業部システムサポート部 脇田 季依 様

団塊の世代が75歳以上となる２０２５年に向けて各地域での構築が進められている地域包括ケアシステム。
この地域包括ケアシステムに関する社会的背景や各地区での展開事例など、富士通の考える地域包括ケアの在
り方についてご紹介します。

【講師】 株式会社富士通総研 湯川 喬介 様

ストレスチェック実施期限まで残りわずか！企業には毎年継続的に実施して、自社でストレスに対処・
改善できる運用が求められます。しかし、多くの企業では初めての制度対応となるため、自社に合った運
用方法が分からないという声をよく聞きます。本セミナーでは、自社に合わせて実施準備から受検・スト
レス対応までを効率よく運用するために、「企業」と「従業員」の特性に沿って整理できるチェックリス
トの使い方をご紹介します。

【講師】株式会社オービックビジネスコンサルタント 広島営業所 山根 義広 様

お申込み方法

別紙の参加申込用紙にご記入の上、FAXにてご送付ください。

送付先FAX番号：0834－21－9220
※なお、事前に申し込みがないお客様も当日参加可能ですので、お気軽にご来場ください。

お問い合わせ

アクセス

ＪＲ 徳山駅在来線口みゆき口より
徒歩15分

山陽自動車道 徳山東I.Cより15分
徳山西I.Cより30分

駐車場 75台 無料

当日のご案内（交通アクセス・駐車場）

※ザ・グラマシーの駐車場が満車の場合には、周辺の有料駐車場
をご利用ください。
駐車代金については、後日領収書と引き換えに当社で負担

させていただきますので、受付にてお申し出ください。

当日の会場は、2Ｆブルーオーシャン（展示会場）ザ・マディソンホール（セミナー会場）です。
まずは、２Ｆの総合受付までお越しください。担当スタッフがご案内致します。

－午前の部－


