
 

 

 
 

※セミナー内容は変更になる場合がございます。 
 

いわぎんリース・データ株式会社 

 

日 時  (木) 9/2７ 10:０0～17:00（展示） 

会 場  プラザおでって 3F おでってホール他 

 主催：いわぎんリース・データ株式会社 

 協賛：株式会社 オービックビジネスコンサルタント、株式会社内田洋行 IT ソリューションズ 

     ジャパンメディアシステム株式会社、株式会社木津屋本店 
     株式会社富士通マーケティング、ピー・シー・エー株式会社仙台営業所 
協力：キヤノンマーケティングジャパン株式会社、キヤノンＩＴソリューションズ株式会社、アマノ株式会社 

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社、ＳＫＹ株式会社、ユーザックシステム株式会社 

  ダイワボウ情報システム株式会社、株式会社ＤＴＳ、ＳＣＳＫ株式会社、クロノス株式会社、株式会社レッツ 

  パシフィックシステム株式会社、アイ・ジェイ・エス株式会社、ローレルバンクマシン株式会社、応研株式会社 

      株式会社システムズナカシマ、株式会社アール・シー・エス、トレンドマイクロ株式会社、株式会社ヘキサード 

株式会社建設ドットウェブ、ヴイエムウェア株式会社、日本電気株式会社 岩手支店（順不同） 

 後援：株式会社 岩手銀行 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 ごあいさつ 

 拝啓 

 時下、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 この度弊社では、「IGC ソリューションフェア 2018」を開催させていただきます運びとなりました。 

「事務の自動化と効率化を実現」「新しいワークスタイルの実現」「生産性向上へ本格的なサービス導入の実

現」の３つのテーマに対応した最新のソリューションの展示、経営課題の解決をご支援するセミナーを開催い

たします。 

 お多用中とは存じますが、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。 

 敬具 

いわぎんリース・データ株式会社 

代表取締役社長 坂本 修 

場  所 プラザおでって３F 大会議室・第１会議室 

受 講 料 無 料（お席に限りがありますので、お早めにお申し込みください） 

お問合せ先 いわぎんリース・データ株式会社 システム部 吉田光孝、吉田佳代、阿部 

      TEL 019-651-1850 受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日除く） 

ｾﾐﾅｰ№1  「効率化」から「自動化」へ～今話題のRPAとｸﾗｳﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝのご紹介～  10:30～11:30（大会議室） 

•「人口減少に伴い、新入社員の採用も難しい時代に突入してきました。会社の業務はＯＡ化（電子化）からクラウドへと進化してきましたがそ

の進化は今や自動化！社内の基幹業務も自動化が可能です。当セミナーでは、基幹系ソフトの自動化・ＲＰＡ（ロボティック プロセス オー

トメーション）をご紹介致します。 

•講演者：ピー・シー・エー株式会社 仙台営業所 三宅康典様／SCSK株式会社 魚本和孝様 

ｾﾐﾅｰ№2  人事労務担当者の生産性を上げる労務ルールの整備とは         13:00～14:30（大会議室） 

•働き方改革関連法案が成立し、来年４月より順次改正法が施行されます。会社全体の対応を行いながら、人事労務業務の在り方と生産性向上も

改革していく必要があります。何から考えてどのような改革をするのかを、当グループ社労士法人の改革をモデルに「人事労務担当がなすべき

業務」「現状把握」「改善ポイント」「成果」を紹介いたします。 

•講演者：株式会社YACコンサルティング／株式会社オービックビジネスコンサルタント 大竹翔様 

ｾﾐﾅｰ№3  業務効率化・働き方改革で注目の新技術『RPA』とは？ 
                    15:00～16:00（大会議室） 

•業務自動化ソフトウェアロボット「NEC Software Robot Solution」について弊社の取り組みを事例を交えてご紹介させていただきます。 

 

•講演者：日本電気株式会社 AIプラットフォーム事業部 

ｾﾐﾅｰ№4 食品業の動向とシステム成功事例紹介～食品業様の競争力向上に向け、今求められるシステムとは～ 

                                      10:30～11:30（第１会議室） 

•「食品業におきましては、ここ数年で多くの外部環境対応が求められます。基幹業務においては「軽減税率」や「ISDN回線の廃止」。また、品

質管理においては「HACCP義務化」や「食品表示法」。本セミナーでは、食品業の動向の概要について再確認させて頂いた上で、食品業様にお

けるシステム成功事例をご紹介致します。 

•講演者：株式会社内田洋行ITソリューションズ 地域事業本部東北支店営業部 溝江大騎様 

ｾﾐﾅｰ№5 Ｗindows１０移行で安価に始められる働き方改革          13:00～14:00（第１会議室） 

•毎日のようにマスコミでも報道されており『働き方改革』は国民注目のキーワードになっております。本講演では、『働き方改革』へのアプロ

ーチの第一歩が実は【Windows10】への移行と、パソコンの更新にあるというヒントをご提供したいと思います。最新超軽量パソコンに搭載さ

れている機能で実現できる簡単・安価に始められる『働き方改革』についてご紹介させていただきます。 

•講演者：株式会社富士通マーケティング 商品戦略推進本部 岩野朋子様 

ｾﾐﾅｰ№6 現場の様々な業務を支援する遠隔ツールのご紹介           14:30～15:30（第１会議室） 

•技術継承や熟練者不足から、若手技術者への教育や遠隔支援などのニーズが高まっております。現場業務の支援、教育をはじめ、社員間のコミ

ュニケーション活性化など様々な効果が得られるスマートグラスと遠隔コミュニケーションツールのデモと事例をご紹介致します。 

•講演者：ジャパンメディアシステム株式会社 仙台営業所 神崎淳様 

※車でお越しのお客さまへ：「プラザおでって」の駐車場が満車の場合は、弊社臨時駐車場、もしくは近隣の有料駐車場をご利用ください  

セ ミ ナ ー の ご 紹 介 

プラザおでって 

〒020-0871盛岡市中ノ橋通一丁目 1-10 

TEL 019-604-3300 

【バスのご案内】 

ＪＲ盛岡駅前バス番のりばから「盛岡バスセンター行き」に乗車 

または 16番のりばから「盛岡都心循環バスでんでんむし左回り」に乗車 

いずれも「ななっく・盛岡バスセンター前」下車、徒歩２分です。 

IGC Solution Fair 2018  



 

 

＜＜ 働き方改革ゾーン ＞＞ 

１ LiveOn ／ LiveOn Streaming ジャパンメディアシステム（株） 

LiveOn はインターネット（又はイントラネット）を利用し、映像・音声・資料など双方向でリアルタイム通信可能なコミュニケーションシステム
です。業種問わず、会議や研修、現場支援、テレワークなど様々な用途でご利用頂けます。LiveOn Streaming は動画データを LiveOn Streaming
サーバにアップロードし、見たい方が見たいときにいつでも視聴することができ、視聴履歴の管理、テストを作成し理解度の確認など、社内情報
共有や教育にお役立て頂けます。 

2 SKYSEA Client View ＳＫＹ（株） 

SKYSEA Client View は、IT 資産の安全な運用管理やサイバー攻撃へのリスク対策、個人情報など重要データの情報漏洩対策を支援する各種機能
を搭載しています。また、PC の操作ログを活用して従業員の労働時間の把握を支援する機能も搭載しています 

3 勤怠管理システム「勤革時」＋顔認証 日本電気（株） 

「勤革時」はお手持ちの PC とインターネット（VPN 不要）だけで利用可能な、クラウド型の勤怠管理システムです。クラウドだから最新の勤怠
状況をリアルタイムに集計・確認。直出直帰の従業員勤怠も正確に管理可能です。もちろん複雑なシフト管理にも対応できます。 

4 ①vSAN（ハイパーコンバージド インフラストラクチャ ソリューション） 
②NSX（ネットワーク仮想化） 
③Horizon（デスクトップ仮想化） 

ヴイエムウェア（株） 

ハイパーコンバージド インフラをはじめ、働き方変革やセキュリティ強化、運用負荷軽減実現のためのデスクトップ仮想化ソリューションなど、
業界をリードする VMware の幅広いクラウド・仮想化テクノロジーをご紹介します。 

5 ①情報セキュリティシステム「FSS（File Security System）」  

②MACKy+：マッキープラス（鍵管理機とグループウェア連携システム） 
③キャシュレス端末事業（展示検討中） 

ローレルバンクマシン（株） 

①ＩＣカード＋パスワードの 2 要素認証を使ったログオン制限（指静脈でも可）やデータの暗号化、デバイスの利用制限等パッケージでの提供が

可能商品です。②施設予約システムにて公用車や社用車、施設・会議室等の鍵の使用をあらかじめ予約登録し予約時間になった段階で登録者のみ

が鍵の持出が可能となります。 

6 働き方改革の効果測定も！！データをグラフィカルに可視化する BI ダッシュボード
[GalleriaSolo(ガレリアソロ)] 

（株）ＤＴＳ 

ガレリアソロは、企業内外に蓄積されているデータをカンタンかつグラフィカルに可視化して共有できる BI ダッシュボード製品です。企画担当や
分析のエキスパートだけでなく、経営者から部門マネージャー、実務担当者まで、誰でもカンタンにデータを活用することができます。企業を取
り巻く様々なデータを戦略的情報に変え、ビジネス戦略を成功へと導きます。 

7 PSD社会保険 パシフィックシステム 

労働保険、社会保険の申請書を簡単に作成するソフト。離職証明書も自動作成します。 

8 就業管理プラットフォーム 「X'sion」 クロノス（株） 

X'sion（クロッシオン）は、クロノス Performance とスムーズに連動。ワークフローを中心に、ユーザーの就業状況をサポートするクラウドサー
ビスです。さらに、スケジュール...お客さまのビジネスに、より添って変化していく、進化する就業管理プラットフォームです。 

9 建設業向け原価管理ソフト 「レッツ原価管理 GO」 （株）レッツ 

建設業の方々の生の意見をもとにつくりあげた、見積・発注・原価管理ソフト「レッツ原価管理 Go2」は業務の効率化とスピードアップをお約束
致します。名称変更機能で建設業以外の個別原価管理にも対応致します。 

10 売上原価 Pro アイ・ジェイ・エス（株） 

売上原価 PRO で販売管理・原価管理・利益管理の業務改善！！製造業・加工業・設備業・サービス業・IT 企業・メンテナンス業に 1000 社以上の
導入実績！！ 

11 大臣シリーズ 応研 （株） 

財務会計、販売・顧客管理、人事労務管理、統合化 ERP パッケージ、そして拡大を続ける連携ｿﾘｭｰｼｮﾝ。大臣ｼﾘｰｽﾞは先進の機能と洗練された使い
やすさで、あらゆる基幹業務を強力にサポートします。 

12 通販 Best （株）アール・シー・エス 

複数ネットショップ＋電話・FAX の受注・売上顧客管理が出来るシステム 

13 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー「Time P@CK」 アマノ（株）（木津屋本店） 

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー「Time P@CK（タイムパック）」は初めて使う方も安心の簡単導入・簡単運用のタイムレコーダーパッケージ。
勤怠管理を徹底的に効率化します。 

14 
①ＣＡＣＨＡＴＴＯ（カチャット） 
②まるで社内 

パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 
（木津屋本店） 

①「ＣＡＣＨＡＴＴＯ」は、携帯電話、スマートフォン、タブレット型端末、ＰＣから、スケジュール、グループウェア、ファイルサーバなどの
社内システムを安全な環境下で利用できる法人向けリモートアクセスサービスです。②「まるで社内」は、ＣＡＣＨＡＴＴＯ利用者の利便性をよ
り高めるため、自社ニーズを徹底的に調査し、独自に開発した４つのアプリケーションです。スマートデバイスの業務活用を促進します。 

15 ＳＦＡ・営業情報管理ソリューション ／ ＣＲＭ・顧客管理ソリューション （株）システムズナカシマ 

ＳＦＡ「ＮＩＣＥ営業物語・標準版／案件版」スマホ、タブレットで簡単日報入力。リアルタイムな営業情報共有を実現。入力フォームのカスタ
マイズが可能で定着率№1 のＳＦＡです。ＣＲＭ「顧客マスター／工事の匠」建設、設備工事業界のアフター管理に最も適した顧客・案件管理シス
テム。顧客情報、工事情報、機器情報、書類管理シフト管理等を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜ 業務改善・ＥＲＰゾーン ＞＞ 

16 
①大判プリンター TX-2000 
②カードプリンタ CX-G2400 
③ネットワークセキュリティサービス「HOME」type-U3 
④ドキュメントマネジメントソフトウェア Therefore 

キヤノンマーケティングジャパン（株） 

（木津屋本店） 

①CAD もポスターもこの一台。先進のハイパフォーマンスプリンター。②紙もプラスチックもシール紙も、高精細＆高速。１台３役のコンパクトモ

デル。③HOME 基本サービスは、「ネットワークセキュリティー」「IT 運用支援」をセットで提供するサービスです。専門的な知識を必要とせず、

強固なセキュリティーを導入することが可能です。④Therefore はこれまでにない情報管理で検索時間を削減でき、管理にかかる手間とコスト、文

書保管のスペースも削減できます。またクラウドでの利用で場所を選ばずに情報を確認することができます。Therefore は文書を効率的に管理・活

用することで業務効率の向上に貢献し、働き方の改革を促進します。 

17 奉行シリーズ ／ 奉行クラウド （株）オービックビジネスコンサルタント 

導入シェア No.1 の基幹業務ソフト「奉行 i10 シリーズ」「奉行クラウドシリーズ」をご紹介します。特に昨今勤怠システムのご相談が多い状況の
中 NO.1 シェアの勤怠システムのご紹介も致します。 

18 伝助 ／ 伝助 EOS ／ 送助 （株）ヘキサード 

「指定伝票発行ソフト 伝助」データ連携（CSV データ変換）での伝票発行と手入力での伝票発行の機能を備えています。「EID 業務用ソフト 伝助
EOS」データ受送信の機能を備え、伝票印刷・ピッキングリスト発行のほか、取引先からの発注データを、販売管理でインポート可能なデータに変
換することができます。「送り状発行ソフト 送助」データ連携（CSV データ変換）での送り状発行と手入力での伝票発行の機能を備えています。 

19 工事原価管理システム「どっと原価 NEO」 （株）建設ドットウェブ 

原価管理システム『どっと原価ＮＥＯ』は「選べるオプション」「同時ライセンス」「帳表をカスタマイズできる Excel フリー」の３つの特長で建
設業の業務の改善と原価管理の充実を実現します。 

20 ERP ソリューション EXPLANNER(会計・人事・給与・販売・在庫・生産など) 日本電気（株） 

30000 本以上の導入実績と 45 年の歴史ある ERP パッケージ。PLANNER（エクスプランナー）は、企業規模や業種を問わず、統合基幹業務パッケ
ージとして、受注・ 販売管理、在庫管理、生産管理、財務会計といった企業の基幹業務を中堅企業の方々向けにご提供しております。 

21 ウイルスバスター コーポレートエディション XG ／ Cloud App Securiy トレンドマイクロ（株） 

ウイルスバスター コーポレートエディション XG は次世代の AI 技術と成熟した技術を融合したエンドポイント対策ソリューション。来年には EDR
機能を追加予定。Cloud App Securiy は O365 環境に特化したクラウドセキュリティサービス。 

22 Usolia建設業 ERP システム「PROCES.S」 ／ スーパーカクテルデュオ FOODs （株）内田洋行 IT ソリューションズ 

PROCES.S は建設業に特化した完全 Web 型 ERP システムです。業務毎の多様なモジュールラインナップで建設業の各業務の支援をします。クラウ
ド型製品もご用意しております。スーパーカクテルは”攻めの経営”を支援する販売管理の最強ブランド。販売・購買・在庫・統計・生産・原価まで
一元管理を実現。食品業向け ERP 市場 3 年連続シェア No.1。 

23 基幹業務クラウド『PCA クラウド』 ピー・シー・エー（株） 

PCA の会計ソフトや人事・給与・勤怠管理ソフト、販売・仕入・在庫管理ソフトをクラウドで利用するサービスです。サーバ側アプリケーションや
データベースは PCAが契約する大手データセンターで管理・運営されており、インターネット接続しているパソコンで『PCA クラウド』をインス
トールするだけでご利用いただけます。 

 

＜＜ RPA・AI・Iot・ロボティクス等先進ゾーン ＞＞ 

24 安定稼働で選ぶ国産 RPA ソリューション「Auto ジョブ名人」 ユーザックシステム（株） 

業務自動化 15 年。650 社の実績とノウハウを集結、つくりやすさと安定稼働を追求した RPA です。タグを指定することで、確実な自動化を実現し

ます。 

25 業務自動化ソフトウェアロボット「NEC Software Robot Solution」 日本電気（株） 

RPA 活用で定型業務を自動化し、人とロボットが協働する新しい業務オペレーションを実現 

26 輸配送ソリューション「Logifit TM-配車」 ／ 庫内物流ソリューション他 （株）富士通マーケティング 

自動配車ルート計画支援」「CO2 排出量算出支援システム」などの輸配送に関する各種ソリューションをご紹介いたします。 

27 オートメーションプラットフォーム「Web Performer」  キヤノンＩＴソリューションズ（株） 

オートメーションプラットフォーム「Web Performer」 は Web アプリケーションをノンプログラミングで自動生成する開発ツールであり、超高

速開発ツールの市場で 3 年連続シェア No.1 の実績を誇ります。Web Performer 導入により、システム開発が自社で行えるようになります。少な

い期間での開発を実現する事により、情報システム部門の働き方改革につながります。 

28 Web アプリ開発ツール「CELF」 ＳＣＳＫ（株） 

「CELF」は現場の業務担当者が Excel 感覚でデータベースと連携した Web アプリを「つくる」ことができ、その Web アプリをすぐに「公開」し、
「使う」ことができる Web アプリ作成・運用のクラウドサービスです。 

29 BLUE－Connect（トライポッドワークス）／ViewCamStation（トライポッドワークス） ダイワボウ情報システム（株） 
「BLUE－Connect」はタイヤ空気圧から車両のリアルタイム位置情報まで（業務用のクルマを「未来」へつなぐ IoTサービスです。「ViewCamStation」
は一日の状況がたった 30 秒で分かる！映像モニタリングサーバーです。 

 

※出展内容については変更や追加の可能性がございます。 

出 展 ソ リ ュ ー シ ョ ン の ご 紹 介 IGC Solution Fair 2018  


