
展示一覧（10：00～17：30）204号室 展示内容は当日都合により変更となる場合がございます。

流通　ソリューション 流通　ソリューション

販売管理パッケージ

「スーパーカクテルデュオ販売 V8.0」

食品業向けERPパッケージ

「スーパーカクテルデュオFOODs

V8.0」

食品小売業向け

「スーパーカクテルデュオFOODs

店舗販売」

生産管理システム

「スーパーカクテルデュオ　生産・原価」

設備工事業向け

「スーパーカクテルデュオ設備工事

・保守」

食品品質情報管理システム

『食Quality』

”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・統計業務に対応し

た中堅・中小企業における販売管理の効率

化と業務品質の向上を支援します。

数多くの食品業様で、業務改善・収益性向

上をご支援しているスーパーカクテルデュオ

FOODs。食品業様でご要望の多かった機

能を追加した最新バージョンをご紹介しま

す。

多様な販売形態（小売・卸・通販）でも、

全社業務システム化が可能なソリューション

です。自社POSが利用できない店舗でも、

単品別の売上や、店舗別の損益を速やかに

把握できるシステムをご紹介します。

製造業・プロセス製造業にフィットした機能

が豊富な生産管理と、原価計算を効率化す

るERPシステムです。

物品販売、工事管理業務をパッケージに包

含し、工事管理機能を実装した「スーパーカ

クテルデュオシリーズ」です。工事原価の管理

や機器のメンテナンス業務に対応した商品を

ご紹介します。

食品品質情報管理システム「食Quality」

は、食品製造業で必要な、原料、資材、試

作品、商品の規格情報を一元管理する品質

情報管理システムです。

株式会社内田洋行 株式会社内田洋行 株式会社内田洋行 株式会社内田洋行 株式会社内田洋行 株式会社オーユーシステム

食品品質検査システム

『食INSPECTOR』
ラベルプリンタ、携帯用プリンタ ハンディ端末 人事奉行・給与奉行シリーズ

帳票作成・データ抽出/分析BIツール

「DataNature」
DocuWorksソリューション

食品品質検査システム「食INSPECTOR」

は、食品製造業で必要な、さまざまな検査の

合否判定及び、証明書の発行を行うシステ

ムです。

スーパーカクテル デュオ 販売、スーパーカク

テルデュオFOODsと連携することにより入

荷・出荷ラベルの発行や製品ラベルの発行

可能になります。携帯用プリンタでの現地発

行も可能です。

スーパーカクテル デュオ 販売、スーパーカク

テルデュオFOODsと連携し入荷・出荷のバー

コード対応やバーコードによる棚卸を実現し

ます。入出荷検品、入出力の簡易化及び在

庫管理のシステム化が可能です。

 人事労務・総務／責任者様・御担当者様

向け奉行シリーズです。また、労務管理にお

いて急増している「メンタルヘルス」「タレントマ

ネジメント」対策の対応も奉行シリーズにて

ご検討いただけます。

基幹データやエクセルデータの集計・活用・分

析から、帳票の作成・定型出力・Excel連携

まで、企業データの見える化を低コストで実

現するBIツールです。

「見積作成・管理ソリューション」富士ゼロック

スのクラウドストレージサービス｢Working

Folder｣と連携することで、外出先からも見

積書を閲覧できます。「ペーパーレスファクス

業務ソリューション」DocuWorksを使った

ペーパーレスFAXのご紹介です。

株式会社オーユーシステム 株式会社サトー 株式会社キーエンス 株式会社オービックビジネスコンサルタント 株式会社エヌジェーケー 富士ゼロックス北海道株式会社

スキャン翻訳サービス kintone
受発注支援ソリューション

『名人シリーズ』

免税書類作成システム

『爆速あっと免税』

人事大臣・給与大臣・就業大臣

シリーズ

CTIソフトウェア

　『CTIコネクテル』

複合機やPCから、「スキャン翻訳サービス」の

手軽さ、スピード、 翻訳品質を実際に体感

頂けます。富士ゼロックスの独自技術により、

翻訳したい原稿を複合機から取り込み、翻

訳結果を紙で出力することができます。

チーム内のコミュニケーションツールとしても使

え、データや業務プロセスを管理するための

Webデータベースを簡単に作成できます。外

出先からも閲覧、更新が可能です。

流通BMS、EOS、WEBブラウザ、メールなど

のEDI取引の自動化ツール、ペーパーレス

FAX受注支援システムが受発注業務の課

題を解決します。

手間のかかる免税書類の手書き処理をシス

テム化することにより時間短縮・混雑緩和が

図れ、多くの外国人観光客を受け入れること

ができツアーの団体客など、短時間での来

客対応に絶大な効果を発揮し業務効率や

売上アップにつながります。

人事労務・総務／責任者様・御担当者様向

け大臣シリーズです。負担の大きいスケ

ジュール・シフト管理やタイムカード集計を一

気に効率化

電話番号をキーに、現在ご使用中のSFAシ

ステムやCRMシステムにシームレスに連携す

るCTIソフトです。 システムの入れ替えをせ

ず、これまで蓄積してきたデータベースをその

まま使って電話対応をもっと効率化したい、

とお考えのお会社にお勧めのCTIソフトで

す。

富士ゼロックス北海道株式会社 サイボウズ株式会社 ユーザックシステム株式会社 株式会社BUSICOM 応研株式会社 株式会社システムリサーチ

建設　ソリューション

Usolia建設業ERPシステム

（PROCES.S）

Usolia建設業ERPシステム

（PROCES.S）クラウド版

Usolia建設業ERPシステム

（PROCES.S　LitePack）

Usolia建設業ERPシステム

（PROCES.S）　現場原価管理

スマートフォン対応写真管理システム

「Upho（ﾕｰﾌｫ）」
PROCES.Sファイル管理システム

建設業における基幹業務（財務会計、支

払、原価管理、請求入金管理、JV管理、給

与労賃）を網羅したトータルパッケージシス

テムです。もちろん消費税増税にも対応済み

です。

Usolia建設業向けERPシステム

（PROCES.S）についにクラウド版が登

場。安心・安全なクラウド環境に構築された

PROCES.Sを月額費用でご利用頂く事が

出来ます。

建設業に特化したクラウド型のERPパッケー

ジシステムをお求めやすい価格でご提供。必

要な機能に限定することで導入も簡単に。ク

ラウドサービスだから月額費用で導入も楽々

です。

実行予算作成、発注管理、出来高査定、資

材請求書入力など現場での原価管理に必

要な機能を備えたUsolia建設業向けERP

システム（PROCES.S）の現場原価管理

モジュールです。

スマートフォンとクラウドを活用した写真管理

システムです。建設業における現場での活用

はもちろん、店舗の衛生管理、工場での状

況報告など様々なシーンでご利用頂けます。

Usolia建設業ERPシステム（PROCES.S)

と連携可能なクラウドサービス型のファイル管

理です。タブレット等を利用することで現地か

らファイルを参照することも出来、またスキャ

ナとの連携により現場での図面や書類（請

求書）の保管にも活用頂けます。

株式会社内田洋行ITソリューションズ 株式会社内田洋行ITソリューションズ 株式会社内田洋行ITソリューションズ 株式会社内田洋行ITソリューションズ 株式会社内田洋行ITソリューションズ 株式会社内田洋行ITソリューションズ

公共　ソリューション

集計・分析プラットフォーム『Dr.Sum EA』

BIダッシュボード『MotionBoard』
人事・給与・庶務事務システム

e-ActiveStaff　財務会計システム

eAS-PACK　財務会計システム

高齢者介護事業者向け 業務システム

『絆 高齢者介護システム』

絆 高齢者介護システム

『介護情報総合記録シート』

障がい者福祉システム

『あすなろ台帳』

Dr.SumEA／MotionBoardは高速集計

でWeb、Excel、タブレットといった様々な方

法で分析結果の可視化を実現するＢＩツー

ルです。かんたん操作により経営者からマ

ネージャーや現場に至るまで様々な方にご利

用頂けます。

自治体職員の人事管理業務および給与計

算業務の効率化を支援する、地方自治体向

け人事給与システム/日々発生する勤務情

報管理や超勤申請など様々な申請・決裁事

務を電子化し、迅速な庶務業務をサポート

する、地方自治体向け庶務事務システムを

ご紹介します。

市町村の行政経営を支援する、地方自治体

向け財務会計システムです。

予算編成・執行管理・決算管理の基本機能

に加え、新地方公会計制度に対応したシス

テムをご紹介します。

介護サービスの質の向上を担う、ケアマネジ

メントシステムです。職員の業務効率化はも

ちろん、サービス品質の向上や施設経営の健

全化・安定化をご支援いたします。

施設利用者の重度化（要介護度の上昇）

を防止するための介護記録をiPadで入力・

確認するシステムです。24時間シートに対応

しており、「トータルケア」の最初のステップを

支援。また、絆 高齢者介護システムとの連

携により、職員の業務負荷軽減や、分析効

率の向上などを実現します。

障害者総合支援法に対応し、障がい者福

祉サービスの施設運営を総合的に支援する

システム/ソフトウェアです。職員の業務効率

化はもちろん、サービス品質の向上や施設経

営の健全化・安定化をご支援いたします。

ウイングアーク１ｓｔ株式会社 株式会社内田洋行 株式会社内田洋行 株式会社内田洋行 株式会社内田洋行 株式会社内田洋行

共通　ソリューション

登降園システム

放課後児童支援システム

Usolia 健康管理、障がい者福祉

システム

市場シェアNo.1勤怠管理クラウド

「Touch On Time」
5年間無償保証の複合機&プリンタ

Web会議・テレビ会議システム

Live On

配置計画システム

現場かんたん割付ボード

保育園・認定こども園の登降園の時刻管

理、一時預かり管理からメール送受信まで、

幅広い業務をカバーしたシステムをご紹介し

ます。同様な仕組みの児童クラブ向けの支援

システムをご紹介します。

特定健診、各種がん検診から妊産婦・乳幼

児健診、予防接種までの保健師様が対応す

る全ての事業に対応した健康管理システム/

受給者証の印刷、申請受付に関する事務を

支援し、道内100市町村様でご利用いただ

いている障がい者福祉システムをご紹介しま

す。

タイムカードでの集計作業は大変です。シェ

アNo.1（25万ユーザー、2500社）勤怠管

理クラウド「Touch On Time」を使えば、お

悩みをすべて解消できます。これからの勤怠

管理の常識「Touch On Time」を是非お

試しください。

沖データのコアフィード2なら【5年間無償保

証】と【5年間メンテナンス品提供】で故障時

の修理代金や保守サービスの契約料を負担

する必要がありません。今まで当たり前だった

コストを大幅に削減できます。

高音質、高画質なWeb会議システムをご紹

介します。HD画質でCD並みのクリアな音

質、定額制で低価格でご利用頂け、操作も

簡単。

従来、ホワイトボードなどを用いて「作業現場

（荷役）」に対する「人員（スタッフ）資源」

「機械（ハード）資源」「移動手段」などの配

置計画を行っていた作業を、電子黒板を用

いて詳細情報を確認しながら効率よく割付

を行うソリューションです。

株式会社ｴｽﾃﾞｰﾋﾟｰ 株式会社内田洋行ITソリューションズ 株式会社デジジャパン 沖データ ジャパンメディアシステム株式会社 株式会社エフコム

BIGPAD

盗難・監視・管理・制御

1台4役のポータブル防犯システム

「ＴＩＧＵＡＲＤ」

軽減税率対応・補助金対象

電子レジスターＥＲ－Ａ４２１

情報漏洩対策/IT資産管理ソフト

『MaLion 5』

倉庫、工場、店舗、向けネットワーク

カメラソリューション

・ウイルス・スパイウェア対策

AZSECURITY BSTS標的型

攻撃対策 FFR yarai

タッチディスプレイによる、説得力のあるプレ

ゼンテーション、タブレット端末と連携したペー

パーレス会議、遠隔地と結んだテレビ会議や

教育機関でのアクティブラーニングなど、大人

数での効果的なコラボレーションをアシスト。

カメラやセンサーが一体型で配線等の手間も

なく、移動可能なポータブルタイプ。パソコン

やタブレット端末、スマートフォン等で、カメラ

映像をリアルタイムで監視ができます。

100Vの電源があれば、移設作業も簡単に

行えます。

2017年4月消費税率10%への引き上げと

同時に軽減税率の導入が予定されていま

す。多彩な周辺機器やネットワーク接続対応

のハイエンドモデルで、軽減税率に対応し補

助金対象であるレジスターをご紹介致しま

す。

情報漏洩対策に必要なUSBメモリ等のデバ

イス監視、Webアクセスや送受信メール監

視、IT資産管理をオールインワンで搭載した

クライアントPC運用管理ソフトウェアです。

防犯やモニタリングに使用できるネットワーク

カメラと、関連ソリューションのご紹介です。

ウイルス・スパイウェア対策として　ESET

ENDPOINT PROTECTION

STANDARD　をご紹介します。

未知のマルウェアによる感染・攻撃からの防

御に有効な、振る舞い検知型セキュリティ

サービス。FFRI社の標的型攻撃対策ソフト

ウェアであるFFR yaraiにFJMが独自に

『運用管理』、『侵入監視』、『ヘルプ』をセット

した月額型マネージドサービスです。

シャープビジネスソリューション株式会社 シャープビジネスソリューション株式会社 シャープビジネスソリューション株式会社 株式会社インターコム キヤノンマーケティングジャパン株式会社 株式会社富士通マーケテイング

プロジェクター WX4152NI

デジタルカメラ G800

4K対応で40型の大画面！

写真、動画も感動の鮮やかさ！

自動紙折機(ミシン目加工)

新型帯掛機「テーピットWX」
高解像度ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰ 圧着ハガキ 空撮・計測・映像制作サービス

<プロジェクター> 新製品。世界最短！投

写面へわずか11.7cmの壁ピタ設置。設置

場所に困らない“フリースタイル・プロジェク

ター”輝度の向上や壁掛け設置への対応な

ど、さらに進化！<デジカメ> 「現場専用」

ハードな現場に必要な防水、防塵、耐衝撃。

様々な現場の要望に応えます！

4K解像度に対応した、大画面40型のワイド

液晶ディスプレイです。 従来のフルHD解像

度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示

が可能です。

案内状やダイレクトメールの折作業を手軽・

簡単操作で効率化

紙テープやフイルムテープも１台でOKな新

型帯掛機「テーピットWX」

従来のインクジェットプリンタでは難しいとさ

れていた段ボールへﾊﾞｰコード印字が可能。

バイナリレベルﾊﾞｰコードだけではなく、マルチ

レベルﾊﾞｰコードや二次元シンボルも高い読

取精度での印字ができます。

圧着ハガキを利用した請求書発行のご提案 昨今の施工管理では、より施行状態をわかり

やすくするため空撮での管理写真が増えてき

ています。AQUAではドローン撮影のプロ

フェッショナルとして安全・確実に撮影・計測・

映像制作を行います。 赤外線カメラによる

計測、写真・映像撮影など、ドローンに関する

ことはお任せください。


