
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。
弊社では、「ITソリューションフェア2018」を開催致します。
13回目となる今回は、「働き方改革に挑戦！共に多様

な働き方を考えてみませんか？」をテーマに、旬な話題に関
する講演のほか、お客様のビジネス変革のお役に立てる商
品やソリューションをご紹介致します。
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

株式会社アイテックス
代表取締役社長 光長宏恭

主催 株式会社アイテックス

協賛 富士通株式会社 一般社団法人山口県情報産業協会

働き方
改革に
挑戦！
共に多様な働き方を

考えてみませんか？

アイテックスフェア

2018

展示会場

3F 3階展示室

セミナー会場

B1F 地下展示室

周南市文化会館

〒745-0874

山口県周南市徳山5854-41
℡ 0834-22-8787

入場
無料

平成 30 年 9 月 21日 (金)

10:00 ～ 17:00

(受付は16:30までとさせて頂きます)

場所

日時

株式会社アイテックス

担当：高松・徳田・臺野

URL : http://www.itecsnet.co.jp/

E-mail : fair@itecsnet.co.jp

TEL : 0834-21-6740 FAX : 0834-21-9220

お問い合わせ



株式会社ヒミカ

ダイワボウ情報システム株式会社

■新概念のエンドポイントセキュリティ製品『AppGuard』

■タブレット型介護記録入力システム
『HIMVIT（ヒムビット）』

展示一覧 （会場：３Ｆ ３階展示室）

■Sansan

■Googleストリートビューでひと味違うホームページを

■栄養管理システム『栄養メイト』

■介護事業運営サポートサービス
『コンフォーム・パッケージ』

■RPAツール『WinActor』

■ビジネスチャット 『direct』

HIMVITとは利用者様を見守りながら簡単に手早く介護記録を入力できる
タブレット型介護記録入力システムです。

また、バイタル計測器との自動連動により計測結果の転記ミス防止、計測
時間の短縮につながり、介護記録業務にかかるコストを大幅に削減すること
ができます。

「働き方改革」の浸透に合せて、ビジネスチャットのニーズが急激に高まってきま
した。ビジネスチャットとチャットボットを使った導入活用事例をブースでご紹介し
ます。

全国約514拠点で介護事業所を展開しているセントケアグループのノウハウが
詰まった【契約書式・マニュアル・書式・研修ツール・相談サービス】を提供する
サービスです。また、お客様の既存書式の確認や、サービス運営の相談など含
めてトータルサポートいたします。

パソコン業務での単純な操作を「人手でしか出来ない作業だから仕方ない」と
諦めていませんか？パソコン上での様々な作業を記録・シナリオ化する事によ
り、繰り返しのパソコン業務を自動化する、画期的な業務効率化ソリューショ
ンツールです。

WEB上で施設の内外を360°パノラマで見渡すことができる撮影画像をHPの
トップ画面に組込むことができます。ネット上で会社の看板を担うGoogleマイ
ビジネスがマップ検索から会社情報を効率よく発信します。

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。

■ワコム クリップボード

PHU-111は、紙にデジタルペンで書き込むことでリアルタイムに帳票をデジタル
データに変換できます。現在の紙ベースのワークフローを変更せず、紙の帳票を
直ちにデジタル化して保存することが可能、簡単、安全にワークフローの効率
化を実現します。

株式会社ミロク情報サービス

会計業務から経営管理まで、多彩な機能をシステム化。

FinTech、スマートデバイスおよびクラウドサービスの利用により正確性・時間
短縮を強力にサポート。バックオフィス業務の効率化を実現します。

■中小企業向け業務ソリューション （会計・給与人事・勤怠）
『MJSLINK NX-Plus』、『Edge Tracker』

■OCRスキャナ機 (TOM4000)

名刺を探す際、1枚ずつ紙の名刺で確認していませんか？

松重豊さん演じるCMでも有名な名刺のイメージ管理サービス「Sansan」の
ご紹介です。

名刺管理の手間から解放される世界をご覧下さい。

紙媒体のイメージ化、文字のデータ化は信頼と実績のTOMのOCRシリーズに
お任せ下さい。

累計出荷8000台を超える今までの実績と経験を基に、皆様の業務効率化
をサポート致します。

株式会社ワコム

日本ソフト開発株式会社

大興電子通信株式会社

セントワークス株式会社

セカンドアイ

株式会社ジェイ エスキューブ

株式会社ニュージャパンナレッジ

既知・未知関係なくマルウェアの攻撃を防御するため、ゼロデイ、ファイルレスマ
ルウェアなど従来製品だと検知が難しい脅威にも対応可能な新概念のセキュ
リティ製品です。

また、パターンファイルのアップデート不要で運用が容易、オフラインでも使用可
能などのメリットがあります。

■Dropbox

株式会社大塚商会

企業向けサービスとして提供しているDropbox Businessは、強力な管理
機能とセキュリティを備えながら、高速な同期機能、企業内外のコンテンツ共
有やアプリケーション連携などのコラボレーション機能により利便性を向上し、新
たなワークスタイルを実現します。

■情報漏えい対策・IT資産管理 『SOXBOX NX-Plus』

目に見えないネットワーク上のデータの流れを可視化することによって情報漏え
いを防止・抑止し、パソコンやソフトウェアなどのIT 設備管理にも活用できる
情報漏えい対策機器をご紹介します。重要なデータを守り、働き方改革をサ
ポートします。

■ワコム液晶ペンタブレット

DTK-2451/Medicalは、医療機関向けの液晶ペンタブレットです。電子カル
テ等の医療情報システムにシェーマ描画や注釈を書き込むのに最適なサイズ
です。また標準的なジェスチャをサポートし、簡単で直感的なナビゲーションを
提供します。

■Excelを使った社内FAQソリューション『AI-FAQ』
チャットボットと会話することで答えを導き出し、ユーザーが使う言葉の揺れも自
動学習します。データベースを使わないため導入後のメンテナンスも容易です。

■My Busloca (GPSを利用したバスロケーションシステム)

送迎バスにGPS機器 (スマホ) を持ち込み走行するだけで、バス利用者へ
「まもなくバスが到着します」という到着案内のメールを自動送信します。バ
ス利用者はバス停で待たされる不安や不満が解消され、バスの走行場所
もリアルタイムに確認できる安全・安心なバス運行システムです。

【株式会社L is B 出展】



「HOPE LifeMark-MX」は、富士通のヘルスケアICT基盤「Healthcare 
Information Suite」の一翼を担う電子カルテシステムです。

利用者に使いやすいことはもちろん、リハビリ、手術、放射線部門や地域連携
室など様々な現場をサポートする機能を医療機関様ごとに選択いただくことが
可能です。

「Mark＝記録、指針」というワードに、あらゆる人の人生に役立つソリューショ
ンでありたい、という想いを込めて名付けられたこの電子カルテシステムが明日
の医療に新たな価値をひろげていきます。

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

■IDリンク・マネージャー 長時間残業抑止

■富士通 国保連伝送代行サービス
『介護伝送代行サービス』

『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』

カレンダー上で簡単に設定・変更が可能、絵や色で瞬時に把握でき操作性
に優れ、指導スケジュールの作成がスムーズに行えます。

指導教材・資料の添付機能を有し、様々の形での指導データの外部活用が
可能です。

★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

■ドローンでの空撮サービス

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』 (診療所様向け)

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。

医療・介護連携可能 医療・介護連携可能

■AZCLUD SaaS まるっとoffice365

■AZSECURITY BSTS (ビステス)

■ 総合健診システム『HOPE IMFINE』

■人に優しいコミュニケーションを実現
ロボットAIプラットフォーム & ユニボ

新しいコミュニケーション価値を提供するロボットAIプラットフォームと、ロボットデ
バイス『ユニボ』をご紹介します。利用者の音声と表情から感情を認識するAI
技術を活用し、対話による人にやさしいコミュニケーションを実現します。

医療・介護連携可能

■タブレットシステム 事務所に戻らず効率アップ

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。

「HOPE IMFINE」は富士通がこれまで培ってきた豊富な稼働実績および構
築・導入のノウハウを結集し、お客様からの数々のご意見を反映させた健診
支援システムです。HOPEシリーズ製品との連携強化を図り、事務業務の効
率化を徹底追及しました。各職種の方が使用するに適した専用画面もご用
意しました。また、基本パッケージとオプション選択により、お客様の施設規模と
業務範囲に合わせた最適なシステムを提案いたします。

働き方改革で注目されているテレワーク。そしてテレワークを行う上で必要とな
るのが、パソコンのウイルス感染や紛失時のセキュリティ対策です。
AZSECURITY BSTSシリーズは、クラウド型で手軽にスタートできるセキュリ
ティソリューション群です。

働き方改革の一環としてテレワーク (在宅勤務) が話題になっており、マイクロ
ソフト社が提供するOffice365もテレワークを支援するツールとして注目されて
います。当ブースでは、Office365を月額でご提供するサービス「AZCLOUD 
SaaS まるっとOffice365」を展示いたします。

残業申請の徹底により業務内容を「見える化」します。
事前に「理由と残業時間」の申請が無ければ電源断などPC利用を制限。
これにより、時間を意識した働き方を実現し、最適な業務マネジメントに貢献。
無駄な残業の抑止によるコスト削減を実現します。

医療・介護連携可能

ドローンを使用した空撮映像 (写真) を提供するサービスです。
煩雑で敷居が高いと思われがちな国土交通省等への許可申請は全て弊社
が代行しておこないます。
許可申請も含めたリーズナブルな価格設定をしており、会社のホームページ用
PR動画等の撮影サポートをいたします。

山口ネットワークス株式会社

株式会社アイテックス ★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主催

■モバらくだ Desktop Access

「モバらくだ Desktop Access」は、「お手軽」、「安価」、「安全」をコンセプト
に、在宅勤務などの「テレワーク」をお手軽かつ安全に実現します。
外出先や自宅から社内の自席PCに簡単かつセキュアにアクセスするためのシ
ステムで、社外にいながら自席で業務を行うような環境を提供します。

富士通株式会社

富士ゼロックス山口株式会社

■文書管理ソリューション

紙の電子化や一元管理、さらには業務フローの構築やクラウド連携することで、
組織的な情報共有や場所に縛られない働き方を実現するDocuWorksや、
手書き情報を簡単かつ迅速にデータ化する電子ペン。富士ゼロックスは、あら
ゆる角度からお客様の働き方改革を支援します。



15：00 ～ 16：00
今話題のRPAで実現出来る事とは？ RPA活用の具体的アプローチ方法

13：00 ～ 14：10
改革はなぜうまくいかないのか ～阻害要因の解決に向けた一歩～

10：30 ～ 11:30
Dropbox Businessで始める働き方改革

働き方改革の号砲が鳴って1年が経ちましたが、労働時間の削減にはまだまだ課題が残る状況の中で即効薬としてRPAが
注目されています。
純国産RPAツール『WinActor』は人がパソコン上で行う様々な操作を作成/記録します。ソフトウェア・ロボットを動作させるこ

とで、人が行う煩雑な操作や、大量データを扱う繰り返し操作などを代行するツールです。
このセッションでは、具体的アプローチ方法をメインにRPAの活用方法についてご紹介させて頂きます。

「働き方改革がうまくいかない」、そんな声が多く聞かれるようになっております。
本セミナーでは、2,000名の声から見えてきた「働き方改革」への本音と課題を考察し、企業が取り組むべき人材戦略に

向けた検討事例をご紹介いたします。

【講師】 Dropbox Japan株式会社桐谷 圭介 様

お申し込み方法 （HP / FAX）

アクセス

ＪＲ徳山駅在来線口
みゆき口より徒歩20分

山陽自動車道 徳山東I.Cより10分
徳山西I.Cより20分

駐車場 144台 無料

当日のご案内 （交通アクセス・駐車場）

当日の会場は、3F 3階展示室 (展示会場) と
B1F 地下展示室 (セミナー会場) です

まずは、3F 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

別紙の参加申し込みにご記入の上、FAXでお申し込みの方

送付先FAX番号：0834-21-9220

※なお、事前に申し込みが無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

弊社ホームページからお申し込みされる方

http://www.itecsnet.co.jp/

【講師】 株式会社富士通マーケティング 商品戦略推進本部戦略プロモーション統括室 石井 大五 様

※講演内容・講師は、都合により予告なく変更になる場合がございます

セミナー内容 (会場：Ｂ１Ｆ 地下展示室)

長く使ってきたファイル サーバーのリプレースをご検討中でしたら、Dropbox Business をお試しになってはいかがですか? 
働き方改革実現のためにスマートフォンやタブレットを活用し、外出先から会社のデータにアクセスしたい、外出先で撮影した写

真や動画を社内に共有したい、取引先との重いデータのやり取りを簡単にしたい、メールによるファイルの誤送信を防ぎたいなど。
現場のニーズを簡単に実現しながら、管理もしっかり行えるビジネス向けクラウド ストレージと活用方法をご紹介いたします。

【講師】 日本ソフト開発株式会社 大阪支店 ビッグデータ営業推進グループ 営業ユニット リーダー 卯路 雄一 様

抽選会

アンケートと引き換えでガラポン抽選ができます
多数の景品をご用意してお待ちしております


