
セミナーのご案内 

６月１２日（木） 

セミナー１  お客様に喜ばれる仮想化セキュリティNo.1を目指して。 
       なぜトレンドマイクロのエージェントレス型セキュリティが選ばれるのか 

トレンドマイクロ株式会社 
 ソリューションマーケティング部 

 プロダクトマーケティングマネージャー 福井順一  様 

14:00 ～ 15:00 
東棟 ３Ｆ 
大研修室２ 

もう仮想化は当たり前。それをどれだけ深く使うかがこれからのお客様の課題です。ハードウェアの集約、システムの集約、 
そして次はセキュリティを集約する事でよりROIの高い仮想化基盤となります。本セッションでは、これまでのエージェントレス型 
セキュリティの豊富な実績を元に、Auto-Deployなど大規模環境での運用効率化TIPSを披露します。そして、なぜ仮想化セキュリティで 
トレンドマイクロが選ばれるのか、未来の仮想化基盤SDDC対応に向けてセキュリティがどうなるのかについてお話します。 

セミナー２  企業競争力強化に向けたビッグデータ活用 

15:30 ～ 16:30 
２Ｆ 中ホール 

ＮＥＣはビッグデータに関して、金融・製造・流通・キャリア・社会インフラ等の分野で、様々な企業と共同で実証実験を行っております。 
これら実証実験を通して見えてきたビッグデータの活用における課題と、課題解決にむけたＮＥＣの取組みをご紹介します。 

セミナー３  完全公開！売れる販売の重要ポイント ～通販から学ぶ3つのセオリー～ 
株式会社エスペラント 

代表取締役 吉冨道夫 様  

15:30 ～ 16:30
東棟 ３Ｆ 
大研修室2 

業種問わず売上は、客数×客単価×回転数で成り立っています。通販会社はこれらをお客様に会うことなく営業をし、 
成長をし続けています。これから通販をされたい方はもちろん、通販とは関係のない業界にも役立つ販売ポイントを、 
実例を交えながらわかりやすくお伝えします。 

特別セミナー  IT価値創造セミナー ※事前申し込み不要 

東棟 3F 
中研修室 

クラウドサービスの利用を視野に入れ、仮想化の投資価値を考えてみませんか？ 
右記の３回開催致します。①ｻｰﾊﾞ仮想化：10:00～10:45/②ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ仮想化：13:00～13:45/③公共・教育機関向けｿﾘｭｰｼｮﾝ：15:00～15:45 

６月１３日 （金） 

セミナー４  東川隆太郎のかごしま探訪 
NPO法人 まちづくり地域フォーラム 

かごしま探検の会 

代表理事 東川隆太郎 様 

10:30 ～ 11:30 
２Ｆ 中ホール 

NPO法人 まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会の代表理事であり、自他ともに認める「まち歩きのプロ」 
である東川隆太郎氏が、様々な地域を訪れた中で発見した、県民も知らない「かごしまのあれこれ」を紹介します。 

セミナー５  来店数を増やす！ マーケティングに活用！ 

  O2O をクラウドで簡単に 

10:30 ～ 11:30 
東棟 ３Ｆ 
大研修室2 

ＷｉーＦｉ、音波、ＧＰＳといった多くのユーザー検知方法に対応し、ＰＵＳＨ通知、ポイント付与、クーポン配信、データ分析など、 
Ｏ２Ｏに必要なサービスメニューをクラウドで提供。 
ユーザーの買いたい気持ちを盛り上げ、リアル店舗への来店･購買を促進するサービスをご紹介します。 

セミナー６  Office 365 で叶えるクラウド時代の新しいワークスタイル 

14:30 ～ 15:30 
２Ｆ 中ホール 

クラウド及びマルチデバイス環境におけるOffice365の利用例をユーザー様で想定されるご利用シーンに沿って、 
デモンストレーションを交えながらご紹介いたします。 

セミナー７  医療情報データ「見える化」への取り組みについて 
  ～QI指標に基づく医療情報データの具体的抽出方法とその活用案～ 

株式会社アイ・ピー・エム 
代表取締役 田中幸三 様 

14:30 ～ 15:30 
東棟 ３Ｆ 
大研修室2 

今後の病院経営において、診療データの活用は必要不可欠です。 
今回は、日本病院会におけるQIプロジェクトへの取り組みを例に、その概要と臨床指標算出の必要性のご説明と共に、 
システム化が進む現状における医療情報データの「見える化」への具体的な手法と活用案についてご紹介します。 

６月１２日（木） ６月１３日（金） 

10:30～ ㈱日立製作所 
DTSと日立の共同開発！超高速なデータ分析・集計を手
軽にはじめられる『DaTa SuperExpress』のご紹介 ｳﾞｲｴﾑｳｪｱ㈱ 

医療・公共の専用端末にも利用できる仮想デスクトップ 
ソリューション「Horizon View」のご紹介 

11:00～ ﾏﾙﾏﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ㈱ NFC機器を活用した医療・在宅ｹｱ支援のご紹介 ｸﾛﾉｽ㈱ 就業管理システム「クロノス・ZaionNex」のご紹介 

11:30～ ㈱ｶｽﾍﾟﾙｽｷｰ 
どうしても残るXP、狙われるｱﾌﾟﾘの脆弱性 
～その攻撃と、行うべき対策～ ㈱日立製作所 

DTSと日立の共同開発！超高速なデータ分析・集計を手
軽にはじめられる『DaTa SuperExpress』のご紹介 

13:00～ ㈱Eｽﾄｱｰ 日本最大のネット通販サービス『Ｅストアーショップサーブ』 
～当社ならではの全国のネットショップ成功事例を紹介～ MIC IT事業推進室 データセンターを活用したBCP対策のご紹介 

13:30～ 応研㈱ 人事労務管理の効率化について ㈱ｶｽﾍﾟﾙｽｷｰ 
どうしても残るXP、狙われるｱﾌﾟﾘの脆弱性 
～その攻撃と、行うべき対策～ 

14:00～ ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 
属人的な業務の自動化を推進する  
「Enterprise Imaging Platform」のご紹介 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 

タブレットPCから広がるインタラクティブな 
業務効率化と経費節減 

14:30～ ㈱ｶｽﾍﾟﾙｽｷｰ 
どうしても残るXP、狙われるｱﾌﾟﾘの脆弱性 
～その攻撃と、行うべき対策～ 応研㈱ 人事労務管理の効率化について 

15:00～ ｸﾛﾉｽ㈱ 就業管理システム「クロノス・ZaionNex」のご紹介 ﾄﾚﾝﾄﾞﾏｲｸﾛ㈱ 「今、そこにある危機～求められるｾｷｭﾘﾃｨ～」ｻｲﾊﾞｰ攻撃の現
場にて垣間見えたｾｷｭﾘﾃｨの考え方の手掛かりをご紹介 

15:30～ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ情報ｼｽﾃﾑ㈱ 
院内無線LAN LCXケーブル「ARESPOシリーズ」  
システム概要ご説明と導入事例のご紹介 

16:00～ ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 
タブレットPCから広がるインタラクティブな 
業務効率化と経費節減 

ミニセミナーのご案内 展示会場内にて開催します。 

お申込みはこちらから⇒ Next-MIC2014 



･13 金 10:00～ 
16:00 

６/12 木 10:00～ 
17:00 

2F大･中ホール･3F研修室 

 

入場無料 
地下駐車場 
２時間無料 

ごあいさつ 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、弊社では今年で１０回目となる『Ｎｅｘｔ－ＭＩＣ２０１４』フェアを開催させていただく運びとなりました。 
今年のテーマは「ICTで広がる無限の可能性 ～人でつながる未来へのステージ～」とし、ＮＥＣ、日本マイクロソフトをはじめ、
さまざまなメーカーにご協力いただき、時代に即した新たな製品・サービスのご紹介、ご提案をさせていただく所存でございます。 
ぜひこの機会をお客様の事業展開や事業継続、コスト削減等、様々な経営課題の解決にお役立ていただければ幸いです。 
ご来場を心からお待ち申し上げております。  敬具  平成２６年５月吉日  

                  株式会社南日本情報処理センター 
代表取締役社長 松窪 寛 

主催：    ㈱南日本情報処理センター 
 

協賛     日本電気㈱  /         日本マイクロソフト㈱ 
㈱エム･エム･シー/㈱エム･ディ･エス 
アイコム㈱/㈱アストロステージ/ ㈱ARS/㈱Eストアー/ヴイエムウェア㈱/㈱HBA/㈱NTTドコモ/エプソン販売㈱/応研㈱/ 
㈱オプトエレクトロニクス/㈱カスペルスキー/キヤノンITソリューションズ㈱/キヤノンマーケティングジャパン㈱ /クロノス㈱/ 
㈱サトー/佐鳥電機㈱/ソフトバンクコマース&サービス㈱/ソフトバンク・テクノロジー㈱/ダイワボウ情報システム㈱/ 
デジタルアーツ㈱/テルモ㈱/トレンドマイクロ㈱/㈱ネットワールド/㈱日立製作所/富士ゼロックス鹿児島㈱/BRULÉ,Inc./ 
北海道日興通信㈱/マルマンコンピュータサービス㈱/㈱南日本新聞社/㈱MetaMoJi/ユニバーサル情報システム㈱/リコージャパン㈱ 
＊５０音順 

【お問合せ先】 

    ㈱南日本情報処理センター 
 〒891-0115 鹿児島市東開町4-104 
 

   ソリューション本部 solution@kk-mic.jp 
      TEL:099-269-9711/FAX:099-269-9718 
 

   公共システム本部 public@kk-mic.jp 
      TEL:099-269-9730/FAX:099-269-9729 
 

   医療福祉本部 medical@kk-mic.jp 
      TEL:099-269-9720/FAX:099-269-9719 

【会場周辺地図】地下駐車場2時間まで無料 

  

基調講演１ 

この変革の時代に企業経営者が持つべき視点および対応策に関して、進む経済のグローバル化に対応した、 
ITによるビジネスプロセスの効率化を提案します。 

【PROFILE】 
一橋大学経済学部卒業。その後、コロンビア大学ビジネススクール留学。通商産業省（現経済産業省）入省。 
経済財政政策担当大臣・郵政民営化担当大臣秘書官、総務大臣秘書官を歴任。現在、慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授。 
その他、各メディアでも活躍し、著書も多数。 

これからのビジネスを取り巻く経済動向とIT戦略 

6月13日 13：00～14：00  ２Ｆ 中ホール    

講師：慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授  岸博幸 様    

基調講演２ 特別講演 
番号制度導入に向け地方公共団体の役割と、 
必要となる準備事項について 

総務省自治行政局住民制度課課長 篠原俊博 様 

番号制度における地方公共団体の役割や導入に向けて 
必要となる準備作業の要点を、総務省自治行政局 
住民制度課の課長を務める篠原俊博氏が 
分かり易く解説します。 

6月12日 13：00～15：00  ２Ｆ 中ホール    

※国会の状況によっては代理の方にご説明いただきます 

元気があれば何でもできる 

6月12日 10：30～11：30  ２Ｆ 中ホール    

MBC南日本放送タレント 野口たくお 様 

自然豊かな鹿児島。鹿児島の魅力を再認識するお話と共に、
鹿児島で元気な生き方をされてる方々の元気エピソードを 
御紹介。鹿児島県と鹿児島人の事がもっと好きになり、 
五臓六腑から元気が溢れ出して来る1時間。 
張り切って行きましょう、鹿児島県民。 

抽選でタブレット（Surface）などの豪華賞品をプレゼント 
NECロボット「PaPeRo」も来るよ！ 



展示システムのご案内（協賛会社） 

アイコム㈱ 

最新の無線LAN機器展示 

IEEE802.11ac対応、新製品無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄの御紹介 
無線LANを利用したﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰの御紹介 
IPﾈｯﾄﾜｰｸを利用した広域業務無線機の御紹介 

㈱アストロステージ 

診療データ管理システム「STELLAR」 

診療ﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑ「STELLAR」は従来の部門ごとの単体ｼｽﾃﾑから拡張され、
各部門ｼｽﾃﾑを統合します。 
時系列で全ての診療ﾃﾞｰﾀを表示することができます。 

㈱エム・エム・シー 
①Wavion/②FortiGate/③児童相談システム/④WEB校務システム 

①通信事業者並みのﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞWi-Fi無線環境を構築可能にした製品の展示 ②統合教委管理(utm)ｻｰﾊﾞ 
迷惑ﾒｰﾙ対策、ｱﾝﾁｳｲﾙｽ、ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ機能等提供 ③福祉事務所における児童虐待や児童相談に対応したｼｽﾃﾑ 
④小中高学校の校務を効率よく処理するための総合ｼｽﾃﾑ 

NECのデジタルサイネージ 

ＮＥＣのサイネージは導入から保守までワンストップ。 
映像に関するビジネスの可能性を一層広げます。 

医療現場で活用するフィンガージェスチャー 

直観的でシンプルな指先モーションでのジェスチャー入力で安定した認識率、 
クイックレスポンスを実現します。医療現場での適用事例を紹介します。 

高齢化社会に向けて、２４時間見守り支援サービス 

日頃使われている家電機器の操作（電気のオンオフ操作やドアの開閉）を検知 
して、システムが異変を感知した場合、ご家族にメールで通知するシステムです。 

省エネレーザープリンタ、ラベルプリンタ 

オフィスが求めるコンパクトサイズ、ビジネスが求めるスピードとクオリティ、
そのいずれも実現するＮＥＣのレーザープリンタ、ラベルプリンタを紹介します。 

高精細・高輝度。ＮＥＣの医療向けモニター 

診断支援から電子カルテまで。高精細で高品質、使いやすくて省エネ、そして長
時間輝度保証と医療現場の期待に応える医療用ディスプレイを紹介いたします。 

ＮＥＣのスマートデバイス（タブレットＰＣ等の紹介） 

Android搭載スマートデバイス、Windows搭載タブレットＰＣ、軽量・薄型・長
時間バッテリ搭載のノートＰＣ等ＮＥＣのスマートデバイスを紹介します。 

ファイルサーバは無法地帯になってませんか？ 

情報の爆発的増加によりファイルサーバの課題は散在しています。お客様が抱え
る課題「容量肥大化、情報漏えい」に対し有効な「不要ファイル整理、セキュリ
ティ対策」を実現するファイルサーバソリューションをご紹介します。 

日本マイクロソフト㈱ 
安心で安全なオールインワンのクラウドサービス「Office 365」 

Office 365 は、経営効率向上に役立つ情報基盤を提供する安全で安心なｵｰﾙｲﾝﾜﾝのｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽです。
Officeｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝに加え、電子ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ、ｵﾝﾗｲﾝ会議などを含み、最高の利便性と快適性を提供
します。 

㈱エム・ディ・エス 
①給食システム/②給与システム/③日赤社員管理システム 

①給食配食サービスをお手伝いします。日々の配達表から請求書発行、入金管理も楽々作成！ 
高齢者の安否確認用の「見守り」もサポートします。②給与計算と併せて人事管理にも対応します。 
③日赤の社員情報、表彰履歴を管理します。 

日本電気㈱ 

㈱ARS 

①診療受付トータルシステムAシリーズ/②デジタルサイネージ 

①「患者さまの待ち時間のｽﾄﾚｽを解消」と「病院ｽﾀｯﾌさまの仕事の効率化」を 
目指し、質の高い医療ｻｰﾋﾞｽの実現をｻﾎﾟｰﾄする診療受付ﾄｰﾀﾙｼｽﾃﾑをご紹介します。 
②病院内待合室のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲに動画や静止画を流す院内広報ｻｰﾋﾞｽをご紹介します。 

㈱Eストアー 

日本最大のネット通販サービス『Ｅストアーショップサーブ』  

ｼｽﾃﾑに関わらずﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟで売上を上げるための個別相談をお受けします。15年間、
約15万社が利用しているＥｽﾄｱｰｼｮｯﾌﾟｻｰﾌﾞのﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｰﾀを基に導き出された、
ﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ開業のﾎﾟｲﾝﾄから成功する秘訣を事例も交えてお伝えします。 

ヴィエムウェア㈱ 
仮想化ｿﾘｭｰｼｮﾝ ①ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ Horizon View/②ｻｰﾊﾞ vSphere 

①端末を仮想化することで、対障害性、運用性、ｺｽﾄを改善可能です。 
②ｻｰﾊﾞ仮想化は、ｸﾗｳﾄﾞへ向けての1stｽﾃｯﾌﾟです。是非ご活用下さい！ 

㈱NTTドコモ 

①ビジネスmoperaあんしんマネージャー/②ビジネスプラス 

ﾓﾊﾞｲﾙを利用したﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝをお客様へご紹介致します。 
 

性能や容量を強化したﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｽﾄﾚｰｼﾞ iStorageHSｼﾘｰｽﾞ 

災害対策・事業継続の観点から必要性が高まっている重要データの遠隔地への
バックアップサービスを紹介いたします。iStorage HSは、導入・運用が簡単、 
お客様のＬＡＮ環境へスムーズに接続してご利用いただけます。 

空間演出に最適なプロジェクションマッピング 

空間演出に最適なプロジェクションマッピング。利用方法は無限大。 
プロジェクションマッピング映像を実際に展示致します。 

農業・観光の統合プラットフォーム 

センサーやスマートフォン等の最新のICTを活用し、農業のノウハウを「見える
化」し、安定した経営の実現を目指す農業をトータルでサポートします。 

企業競争力協会に向けたビッグデータ活用 

NECはビッグデータ活用による社会価値創造の実現に向け、多様なデータの活用
と独自の高度な分析技術による価値創造の貢献に取り組んでおります。実証事例
やその成果を交え、NECの取り組みをご紹介いたします。 

ＮＥＣのＳＤＮソリューション(ProgramableFlow） 

OpenFlow技術を利用したネットワーク仮想化によって機器の集約と集中管理・見える化を実現
するオフィスLANを最適化ソリューションをご紹介します。ネットワーク変更にも柔軟に対応
し、運用開始までのリードタイムの短縮を実現するデモンストレーションを行います。 

Ｏ２Ｏ戦略を支えるＥＣ・通販統合ソリューション 

ＥＣ、オペレータ受注、店頭受注など様々な販売チャネル間をシームレスに連携し、ハイブ
リッドコマースを実現できる業界初の本格的なＥＣ・通販統合ソリューション 
「ＮｅｏＳａｒｆ／ＤＭ」をデモ・事例を交えて紹介します。 

ＮＥＣネッツエスアイの福祉介護ソリューション 

老人の安否確認システム、メンタルヘルスケア、脳の活性訓練等、高齢化社会に
向けた福祉介護を支援するソリューションを紹介いたします。 

UNIVERGE LIVE（オフィス環境をクラウドで実現） 

スマートデバイスを活用しオフィス環境をクラウドで活用致します。 
どこでもコンテンツ、どこでも内線、モバイルポータルを紹介いたします。 



展示システムのご案内（協賛会社） 

エプソン販売㈱ 

①プリンター×クラウド/②医療現場での識別カラーラベル 

①ﾌﾟﾘﾝﾀ-×ｸﾗｳﾄﾞでﾋﾞｼﾞﾈｽを便利に！ﾜｰｸｽﾀｲﾙを一変させる、 最新ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ 
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ活用術をご紹介。 ②見落としやうっかりﾐｽが許させない医療現場には、
ｶﾗｰによる指示で医療過誤防止に役立てます。 

㈱カスペルスキー 

Kaspersky Endpoint Security for Business 

ｱﾝﾁｳｲﾙｽだけでなく、IT資産管理、ﾃﾞﾊﾞｲｽやｱﾌﾟﾘ、Webｱｸｾｽの制御や脆弱性
対策など、「1本でここまでできる！」ｶｽﾍﾟﾙｽｷｰのｾｷｭﾘﾃｨｿﾘｭｰｼｮﾝをWindows
やMac、Linux、Android端末の一元管理含めてご紹介します。 

キヤノンマーケティングジャパン㈱ 
ネットワークカメラ 

世界に冠たる圧倒的なﾃﾞｼﾞﾀﾙ映像技術。ｷﾔﾉﾝ品質(ｸｵﾘﾃｨｰ)が、ﾋﾞｼﾞﾈｽの解決
力を高めます。ｼｬｯﾀｰﾁｬﾝｽをﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽに変える、ｷﾔﾉﾝﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ。 
 

㈱サトー 
①ICﾀｸﾞを用いた業務効率化提案/②ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞ・ICｶｰﾄﾞを用いたｿﾘｭｰｼｮﾝ 

①スマートフォンとバーコード、ＩＣタグ製品を連携させた形で、在庫管理、食品トレース、医
療過誤防止等のシステムを展示致します。新技術であるデジタルマーク、カラービット、音声認
識等の機器展示も行います。②ポイントカード、ＩＣカードを活用し、顧客管理、販売促進や社
員勤怠管理を行う為のツールをご紹介致します。 

ソフトバンク コマース&サービス㈱ 

SANsymphony-Vデモ【メーカー：データコア】 
HWﾍﾞﾝﾀﾞｰ問わず複数の物理ｽﾄﾚｰｼﾞ（DASやNASでも可）上に跨って仮想ﾎﾞﾘｭｰﾑをつくり、あたかも1台
のｽﾄﾚｰｼﾞのように管理することができるｽﾄﾚｰｼﾞ仮想化のｿﾌﾄｳｪｱ。ｻｰﾊﾞ仮想化と組み合わせることで、ｽﾄﾚｰ
ｼﾞも含め「ﾊｰﾄﾞｳｪｱとｼｽﾃﾑを分離」し、ITｲﾝﾌﾗ全体に従来のHWｽﾄﾚｰｼﾞでは実現できなかった高い柔軟性
と拡張性をもたらします。 

ダイワボウ情報システム㈱ 
小学校向け最新製品のご紹介  タブレット活用総合ソフト 

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ活用総合ｿﾌﾄ「ｼﾞｬｽﾄｽﾏｲﾙ ｸﾗｽ」／ﾀﾌﾞﾚｯﾄ活用ｿﾌﾄ「ﾎﾟｹﾀｯﾁ」 
小学校向けに今後導入されていくﾀﾌﾞﾚｯﾄPCを活用して思考・判断・表現力・ｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝ力を強化するためにお役に立てるｿﾌﾄｳｪｱを厳選してご紹介します。 

㈱ネットワールド 

最先端仮想化 

CITRIX社のｿﾘｭｰｼｮﾝによるﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ、ﾓﾊﾞｲﾙの仮想化のご提案。 
ﾋﾞｼﾞﾈｽをﾓﾊﾞｲﾙ化する革命的な方法 
 

富士ゼロックス鹿児島㈱ 

①文書管理・活用ソフトウェア/②クラウドサービス 

①IDCを活用した企業の情報資産活用を実現するWebﾍﾞｰｽの文書管理・活用ｿﾌﾄｳｪｱ。
②どこでも手軽にﾄﾞｷｭﾒﾝﾄを共有・公開したり、多彩なｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝﾂｰﾙを提供する 
ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ。 

ユニバーサル情報システム㈱ 
①薬剤登録／監査ｼｽﾃﾑ/②院内無線LAN/③標本保管ﾊﾟｯｸ、洗濯乾燥機 

①使用薬剤登録漏れ防止及びｲﾝｼﾃﾞﾝﾄﾘｽｸ防止ｼｽﾃﾑのご提案。                           
②ﾛｰﾐﾝｸﾞ切替ﾘｽｸが少ない安定した無線環境構築。                      
③標本保存の劣化・ｺｽﾄ削減提案、熱水洗濯乾燥機ﾊﾟﾈﾙ紹介。 

ﾃﾙﾓ㈱/ﾏﾙﾏﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ㈱ 
①ナース物語SMBG/②テルモ製HRジョイント機器連携 

①通信機能付き血糖測定器から血糖ﾃﾞｰﾀを取込み、血糖値管理を一元化する
部門ｼｽﾃﾑ。②ﾃﾙﾓ製通信機能付きHRｼﾞｮｲﾝﾄ(体温・血圧・SPO2・血糖)を
PaSoRi経由で経過一覧表に転記する機能です。 

応研㈱ 

基幹業務系ソフト大臣シリーズ 

人事労務管理の業務負担を軽減できる自由度の高い人事給与就業ｿﾌﾄをご紹介
致します。 
消費税8%に対応の会計ｿﾌﾄや社会福祉法人向けの会計ｿﾌﾄをご紹介致します。 

キヤノンITソリューションズ㈱ 
ドキュメントとシステムを繋ぐ Enterprise Imaging Platform 

現代の業務処理で紙を使用した運用は欠かせません。しかし、紙があるが故
に運用が複雑となり属人化してしまっていることはありませんか？本ﾌﾞｰｽで
はそういった日々の業務効率化を目的としたｿﾘｭｰｼｮﾝについて紹介します。 

クロノス㈱ 
就業管理システム 

義務付けられている勤務の記録をしっかり行いながらも、手間のかからない 
運用/業務効率化/高速化、ﾘｱﾙﾀｲﾑな勤務状況の可視化を実現 かつ人件費の適
正化をｻﾎﾟｰﾄする事、それが「XRONOS」です。 

佐鳥電機㈱ 

環境ソリューションバッテリー再生サービス 

「ﾊﾞｯﾃﾘｰ再生ｻｰﾋﾞｽ」とは、寿命になったﾊﾞｯﾃﾘｰの劣化状態を新品同様に回復
させるｻｰﾋﾞｽです。ﾊﾞｯﾃﾘｰ廃棄がなく環境にも優しくｺｽﾄも抑える事が可能。
対象は非常用電源設備、電動ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ等。 

ソフトバンク・テクノロジー㈱ 
①McAfee Advanced Threat Defense/②McAfee Content Security Suite 

高度/巧妙化する未知のﾏﾙｳｪｱに対し、静的ｺｰﾄﾞ解析からｻﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ機能で効果的な対策を実現で
きる方法を具体的に説明致します。また、ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ/ﾒｰﾙ/Webのｾｷｭﾘﾃｨは、簡単・楽なSaaS型
にて対策する事で、管理不要の環境を実現できるｿﾘｭｰｼｮﾝも合わせてご紹介致します。 

デジタルアーツ㈱ 
①Webｾｷｭﾘﾃｨｰ/②ﾒｰﾙｾｷｭﾘﾃｨｰ/③ﾌｧｲﾙｾｷｭﾘﾃｨｰ 

①i-FILTER最新Ver9をﾘﾘｰｽしWebｱﾌﾟﾘ制御が可能に。 
②1000名企業、3年分のﾒｰﾙを1秒で検索が可能です。 
③暗号化ｿﾘｭｰｼｮﾝ。ﾌｧｲﾙが漏洩しても相手先で自動削除されます。 

㈱日立製作所 

高速ﾃﾞｰﾀｱｸｾｽ基盤「Hitachi Advanced Data Binder ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ」 

超高速ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｴﾝｼﾞﾝを中核に、Made In Japan品質のﾊｰﾄﾞｳｪｱ・ｿﾌﾄｳｪｱを最適に統合し
たHitachi Advanced Data Binderﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ。ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ付のｶﾝﾀﾝ分析ﾂｰﾙ 
BI NavigationStudio(DTS)の組み合わせによるﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ利活用のﾒﾘｯﾄをご紹介します。 

北海道日興通信㈱ 

デジタルサイネージ「NIXUS VISION3」 

ｼﾝﾌﾟﾙでｺﾝﾊﾟｸﾄな本体で、放送品質のﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ実現します。 
豊富なﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄで誰でも簡単に本格的なｻｲﾈｰｼﾞを実現! 
他にもﾈｯﾄ生放送や画期的な写真くりぬきｿﾌﾄ等を紹介します。 

リコージャパン㈱ 
①ｸﾗｳﾄﾞの未来がここにある/②手軽に遠隔ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

①ｼﾝｸﾗｲｱﾝﾄ・仮想ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ環境におけるｿﾘｭｰｼｮﾝ・仮想ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞのご紹介 
②ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ環境実現による次世代のﾜｰｸｽﾀｲﾙをご紹介。ﾀﾌﾞﾚｯﾄを中心にWEB
遠隔ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ等 

トレンドマイクロ㈱ 
①標的型ｻｰﾊﾞｰ攻撃の傾向と対策/②仮想化環境におけるｾｷｭﾘﾃｨ 
①近年は「標的型ｻｰﾊﾞｰ攻撃」と言われる、個々の企業や組織を狙ってｶｽﾀﾏｲｽﾞされた攻撃が行わ
れています。そのような高度な攻撃に対する、効果的な対策をご紹介します。②仮想化環境は
続々と採用されています。一方でｲﾝﾌﾗの最適化を急ぐあまり、ｾｷｭﾘﾃｨ対策が十分に取られている
とは必ずしも言えません。仮想化特有ﾘｽｸの解説と、そのｾｷｭﾘﾃｨ対策をご紹介します。 

展示システムのご案内（㈱南日本情報処理センター） 
IT 資産管理＆セキュリティ 
統合対策ツール「SecureSeed」 
ｿﾌﾄｳｪｱﾗｲｾﾝｽ違反に情報漏洩と、組織の存亡をも左右する事態に巻込まれて
しまうｹｰｽが増えております。当製品はそういった事態を未然に防ぐための
統合管理製品です。USB利用制限や操作ﾛｸﾞ採取、不正操作発見、ﾗｲｾﾝｽ管理
などを行い、社員が安心して業務を遂行できる環境を構築します。 

インターネットデータセンター（iDC） 

新たにｻｰﾋﾞｽを開始したﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ･ｸﾗｳﾄﾞｽﾄﾚｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ「ﾌｧｨﾙﾜｰﾌﾟHD」や､
各種ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽなど､お客様のﾋﾞｼﾞﾈｽにご活用いただける様々なｸﾗｳ
ﾄﾞｻｰﾋﾞｽをご紹介いたします。 


