
 

 

場 所：プラザおでって３Ｆ ※受講料は無料ですがお席に限りがありますのでお早目にお申込み下さい。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 時 9/１２ (木) 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：日本電気㈱、㈱内田洋行 IT ソリューションズ、㈱オービックビジネスコンサルタント、 

ピー・シー・エー㈱、㈱富士通マーケティン、㈱木津屋本店 （順不同、敬称略） 

  協力： ユーザックシステム㈱、クロノス㈱、㈱アイジェイエス、㈱ラクス、ジャパンメディアシステム㈱、㈱ナブアシスト、 

キヤノンマーケティングジャパン㈱、Sky㈱、㈱NIコンサルティング、㈱DTS、キヤノン ITソリューションズ㈱、 

パナソニックネットソリューション㈱、㈱テクノツリー、㈱エフジェーシー総合研究所、㈱ソレキア、インフォマート㈱、 

㈱アールシーエス、㈱エスジェイシー、㈱オクト、富士ゼロックス岩手㈱、㈱テンダ、富士ソフト㈱、㈱内田洋行、 

キーウェアソリューションズ㈱、㈱パシフィックシステム、㈱サン・プランニング・システムズ、理想科学工業㈱、 

CDSテクノロジー㈱、UiPath㈱ （順不同、敬称略） 

 後援：株式会社岩手銀行 
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 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 201９」を開催する運びとなりました。 

本フェアでは「労働力不足に対応する攻めのＩＴソリューションの活用」を主テーマに働き方改革による 

労働時間の減少や少子高齢化による労働力不足に対しＩＴソリューションの積極的な導入利用による業務の

自動化、効率化の実現に対応する最新のソリューションの展示および直面する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。 

  ご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 

 

セ ミ ナ ー の ご 紹 介 IGC Solution Fair 2019  

中小企業では、「採用の厳しさ」と「社員のスキル不足」が人事のテーマになっています。今働いている社員に求めること・評価することが明確になっていない企業

はいい人材を採用することが難しい時代になっており、経営に連動した人事諸施策を総合的に考えることが必須になっています。 今必要とされている、人事諸

施策とは何か、社員が働きやすくなる評価制度とは何か、その評価制度に連動する教育研修とは何かを制度構築のステップに合わせてお話しいたします。 

講演者：ＹＡＣ矢川様 

“AI で何をすればいいかわからない”に終止符。「スキル不足」「人材不足」と悩んでいても、メディアなどの活用情報を集めても、第一歩は踏み出せません。 

そこで本セミナーでは、どの企業にもある業務「社内ヘルプデスク」にフォーカス。「AI×チャットボット」でヘルプデスクをどう変革できるか、どんな成果が出せるか、

「やるべきこと」と「要点」を順に追ってわかりやすく紹介いたします。 

 

講演者：日本電気株式会社 

ｾﾐﾅｰ№３  “脱手作業”で経理の生産性を２０倍にした事例をご紹介 ～請求書発行業務の電子化～  

                              15：00～16：00（大会議室） 

皆様の経理部門ではどのような働き方改革を行っていますでしょうか。請求書や納品書、支払明細といった帳票関係の業務においては、システム化が進んでい

る企業であっても、経理担当が印刷し、封筒に入れ、発送…というような手作業が残り続けています。本講演では帳票の WEB 発行・発送サービスを利用し

手作業を廃止したことで、当該業務の生産性を 20倍以上に改善し大幅なコスト削減を実現した業務改善事例をご紹介いたします。 

 

                             講演者：株式会社ラクス  佐野様 

ｾﾐﾅｰ№４  HACCP義務化に向けて ～義務化の動向と効率的運用支援ソリューション紹介～ 

                              10：00～11：00（第１会議室） 

シェア No1、3,000社の導入実績を突破した富士ソフトのペーパーレス会議システム「moreNOTE」。 

「moreNOTE」で実現するテレワークやモバイルワークの成功事例や、月 100万枚のペーパーレス化を実現した活用事例をデモを交え

てご紹介いたします。 

講演者：株式会社富士ソフト 陣野様 

2018 年 6 月に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布され、2020 年 6 月から HACCP に沿った衛生管理が義務化されます。当セミナーでは、

HACCP 義務化に向け、制度概要と HACCP対応を支援するソリューションをご紹介いたします。 

 

講演者：株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ  溝江大騎様（㈱テクノツリー、ソレキア㈱共催） 

ｾﾐﾅｰ№５  月 100万枚の紙を削減するmoreNOTE活用 

                              13：00～14：00（第１会議室） 

ｾﾐﾅｰ№１  今、社員の集まる中小企業の人事施策とは －活きた評価制度がないと社員は成長しない―  

                              10：00～11：00（大会議室） 

ｾﾐﾅｰ№2  チャットボットが業務を変える！ AIチャットボット『NEC 自動応答』のポイント  

                              13：00～14：0０（大会議室） 

ｾﾐﾅｰ№６  これからのエンタープライズ・ネットワーク ～5Ｇを視野に ネットワーク最新動向のご紹介～ 

                              15：00～16：00（第１会議室） 

これからの企業や団体でのネットワーク関係では マルチクラウド利用や【働き方改革】に対応できるネットワークが求められるようになりました 

５Ｇ/Wi-Fi6 といった新しい無線通信技術の活用、そしてセキュリティへの配慮がこれからの最重要課題となっています。ネットワークに関する最新技術と今後

の方向性についてご紹介します 

講演者：富士通㈱ネットワークサービス事業本部シニアディレクター 櫻井 秀志様 

お問合せ先 いわぎんリース・データ株式会社 システム部 ＩＧＣソリューションフェア 2019担当者 

ＴＥＬ ０１９－６５１－１８５０    受付時間 平日９：００～１７：３０ 

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「盛岡バスセンター前」下車、徒歩２分です。 



 

 

＜＜ 労働環境改善（働き方改革）ソリューション ＞＞ 
19 電子帳票システム「XC-Gate.ENT」／㈱テクノツリー 

Excel で作成した帳票をブラウザ表示用に変換する WEB システム。入力・登録

したデータを蓄積し、Excel ファイルを自動作成できるため、データ集計等に活用
でき、作業効率化及びペーパーレス化が期待。 

1 勤怠管理システム「クロノス Performance」／クロノス㈱ 
勤務環境での時間に関するあらゆる情報を完全に掌握・活用するための、最

新の就業管理（勤怠管理）システム。 
20 「B to B受発注」／インフォマート㈱ 

電話、FAX での受発注は終わりにしませんか？ＢtoＢ受発注は Web 上で受

発注が可能なシステム。 

2 「PSD労働社会保険」／㈱パシフィックシステム 
労務管理業務の大幅な効率化により負担を低減し、労務担当者の業務を
強力に牽引しバックアップ。 

21 「通販 Best」／㈱アールシーエス 
直販から卸までネット時代に威力を発揮するシステム。ネット通販だけではなく、
中元・歳暮等を発送している事業者様にも最適な管理ソフト。 

3 「売上原価 Pro」／㈱アイジェイエス 
在庫管理、原価管理、販売管理・保守管理の業務改善をしたい等の今ま

でありそうでなかった･･･そんな機能を豊富に搭載。 
22 データスタジオ／㈱DTS 

社内外の膨大なデータを分析し活用するＢＩツール。簡単・安心・リーズナブルを

主眼に置いた使いやすさを追及。 

4 基幹業務「PCAクラウド、DX シリーズ」／ピー・シー・エー㈱ 
基幹業務の会計・給与・勤怠・販売・在庫管理システムの「PCA クラウド」を
メインにご紹介。 

23 Usolia建設業 ERPシステム「PROCES.S」 

／㈱内田洋行ＩＴソリューションズ 

建設業に特化した完全Web 型 ERP システム。業務ごとの多様なモジュールライ
ンナップで建設業の各業務を支援。クラウド型製品もご用意。  

5 Web帳票システム「楽楽明細」／㈱ラクス 
「楽楽明細」は、請求書、納品書、支払明細などの帳票を WEB 上で発行
するクラウドシステム。 

24 施工管理アプリ「＆ANDPAD」／㈱オクト 
現場管理サービス。クラウドにより社内外での円滑なコミュニケーションと、現場の
見える化を実現。機能は、工程表・カレンダー・写真・資料・OB 管理・チャット・

日報が基本機能として利用可能。国交省運営の「NETIS」にも登録済みのサー

ビス。 

6 LiveOn「遠隔作業支援システム」／ジャパンメディアシステム㈱ 
LiveOnは会議だけに留まらず、スマートグラスやスマートフォンを利用し、現場

作業者の業務を遠隔から支援。 
25 建設業向け 建設現場における働き方改革 書類作成支援 

「かんたんデータエントリサービス」／富士ゼロックス岩手㈱ 

複合機とクラウドの連携で、日常の書類作成業務を代行する「かんたんデータエン

トリサービス」や「複合機アセットマネジメントサービス」をはじめとする「建設現場向

け働き方改革サービス」の提案。 

7 ネットワークセキュリティ「HOME」 

／キヤノンマーケティングジャパン㈱ 

年々増加し複雑化するサイバー攻撃からシステムをガード。UTM として様々

な脅威からネットワークを守る。 
26 製造業向けソリューション／富士ゼロックス岩手㈱ 

『生産現場の見える化による品質と生産性の改善事例』 

『出荷検査書成績表・棚卸票のスキャンによる電子化でのコスト改善事例』 

8 NECクラウドサービス「勤革時」「MoneyFowardCloud」 

「モバイル POS」「akerun」／日本電気㈱ 

『勤革時』は顔認証打刻も可能なクラウド型勤怠管理システム 

『MoneyFowardCloud』はクラウド型会計・給与・経費清算システム 

『モバイル POS』は iPadで動作するクラウド型 POS レジサービス 
『akerun』は初期費ゼロ、工事不要で始められる手軽な入退管理システム 

27 「ISARI」／㈱エスジェイシー 
20 数年来築き上げた漁業協同組合及び魚市場の業種業務知識をベースに構

築した「漁業協同組合向けＥＲＰ」。 

9 「SKYSEA」／Ｓｋｙ㈱ 
SKYSEA Client View は使いやすさにこだわり IT資産の運用管理やサイバ
ー攻撃対策、個人情報等重要データの管理の支援機能を搭載。 

28 電子帳票システム「FiFridgeⅡ」／CDSテクノロジー㈱ 
設計段階からネットワーク上での運用を前提に開発され、高速処理による帳票の
即時閲覧や高い拡張性を活かした全社帳票の集中管理を実現する電子帳票

システム。 

10 安全運行を目指す、点呼支援ロボット「Tenko de unibo」 

／㈱ナブアシスト 

点呼業務の一連の流れをロボットが支援します。顔認証での本人確認やアル

コールチェッカーとの連動も可能。 ＜＜ 自動化・省人化・省力化（先端サービス）ソリューション ＞＞ 

11 営業支援システム「SFA」／㈱ＮＩコンサルティング 
5000 社超に及ぶ導入実績を有する業種・業態別、営業スタイル別の営業

支援システム。WEB もちろんモバイル運用も可能。 
29 大判プリンタ／キヤノンマーケティングジャパン㈱ 

図面やポスターはもちろん、のぼりや POP、バナーなど様々な用途に使えるインク

ジェット大判プリンタ。 

＜＜ 業務生産性向上（ビジネスパッケージ）ソリューション ＞＞ 
30 ORPHIS GD9630／理想科学工業㈱ 

プリント後に三つ折りし、封入封かんまで自動処理。1 通ずつ宛名や封入物の内
容を変えてプリントできます。宛先によって内容の異なる DM や帳票類を手間なく

スピーディーに封書。 

12 「奉行シリーズ」／㈱オービックビジネスコンサルタント 
累計 56 万社導入実績の基幹業務パッケージ。今回は勤怠管理やクラウド
中心にご紹介。 

31 「moreNOTE」／富士ソフト㈱ 
ペーパーレス会議で始める働き方改革！ 
 

13 ワークフロー「MajorFlow」／パナソニックネットソリューション㈱ 
書類の電子化だけなく、経費精算、稟議決裁、各種届出など、多彩な業務

プロセスを効率化するが充実したワークフローシステム。 
32 「ClickShare（クリックシェア）」／㈱内田洋行 

ClickShare は、パソコンに挿した「ClickShare ボタン」を押すだけで、PC 画面

をワイヤレスで投影できるシステム。 

14 「Asteria Warp」／キーウェアソリューションズ㈱ 
アイコンのドラッグ＆ドロップとプロパティの設定で作成するフローによって既存の
データベース、ファイルシステム、各業務システム、各種クラウドサービスと間単

に接続、連携することのできる国内№1のデータ連携ミドルウェア。 

33 「Autoジョブ名人」／ユーザックシステム㈱ 
2004 年より 10 数年間蓄積してきたブラウザ操作の自動化技術を受け継ぎ、
Windows アプリや EXCEL 操作なども安定した稼働を実現する、当社が開発し

た国産の RPA ツール 

15 「WebPerformer」／キヤノン IT ソリューションズ㈱ 
ローコードで Web アプリケーションを自動生成するマルチブラウザ対応の超高

速開発／ローコード開発プラットフォーム。 
34 「Dojo」と「D-Analzer」RPA ソリューション／㈱テンダ 

PC 上の全ての操作手順を自動で電子マニュアル化し、マニュアル作成の工数を

最大 98％削減。また、e ラーニング、J-SOX における業務手順やシステム開発

のテストエビデンスの取得など、幅広い用途で活用。業務の可視化、自動分析ツ
ールでホワイトカラーの業務を改善。 

16 「フードディフェンス」食品衛生法の改正に対応／㈱ソレキア 
法改正に対応、セキュリティ重視での食品製造部門現場改善ソリューション。 

35 「UiPath」／UiPath㈱ 
UiPath（ユーアイパス）は、世界的に多くの導入実績を持つ RPA 業界のリーダ

ー。 

17 ERP パッケージ「スーパーカクテル CoreFOODs」販売・生産・原

価／㈱内田洋行 IT ソリューションズ 

”攻めの経営”を支援する販売・購買・在庫・統計・生産・原価まで一元管理

を実現。中でも食品業においては、日本全国の食品メーカー・卸売業のお客

さまに多数の導入実績があり、4年連続でシェア No.1 を獲得。 

36 高速スキャナ+OCR／㈱木津屋本店 
業務で発生する紙での手書き書類、定型帳票を、優れた搬送機能、高速・高

画質のスキャナと、高い認識率 OCR ソフトの組み合わせで様々な紙原稿を、効

率的に電子化、テキスト化。 

18 「HACCPクリエータ」／㈱サン・プラニング・システムズ 

「食品大目付そうけんくん」／㈱エフジーシー総合研究所 

『HACCP クリエータ』は HACCP 文書の作成・維持管理工数を大幅に削減
する唯一の HACCP 文書化専門ツール。 

『食品大目付 そうけんくん』は複雑な食品規制情報のデータベースに原材

料・食品添加物・残留農薬、約１万データとのリンク機能を標準装備。 

37 AI チャットボット「NEC 自動応答」、顔認証ソリューション

「VIdeoManagementSystem」他／日本電気㈱ 

『NEC 自動応答』は、人口知能による自動応答でユーザー対応効率化を実現 
『VIdeoManagementSystem』は、世界最高レベルの顔認証を簡単導入。

さらなる安心と便利さをご提供。 

※出展内容については変更や追加する場合がございます。予めご了承ください      

出 展 ソ リ ュ ー シ ョ ン の ご 案 内 IGC Solution Fair 2019  


