
財務会計の課題を解決する。

Usolia建設業ERPシステム
（PROCES.S）

Usolia建設業ERPシステム
（PROCES.S LitePack）

e-ActiveStaff 財務会計システム
eAS-PACK 財務会計システム

(一部事務組合様向け)

財務・会計管理パッケージ
導入シェア No.1 『勘定奉行』

販売管理パッケージ
『スーパーカクテルデュオ販売 V8.0』

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 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

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。

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。

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。

操作・処理機能の充実による、日常業

務のさらなる効率化の実現はもちろん、

管理レベルの強化、マネジメント視点

の導入など、会計データを徹底活用す

るための機能が充実しています。

”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。

原価・利益管理の課題を解決する。 工場と店舗と現場の課題を解決する。

原価管理システム
『スーパーカクテルデュオ 原価』

設備工事業向け基幹業務システム
『スーパーカクテルデュオ設備工事・保守』

Usolia建設業ERPシステム
（PROCES.S） 現場原価管理

ワンストップ
3D地形モデリングサービス

食品品質情報管理システム
『食Quality』

株式会社内田洋行 株式会社内田洋行 株式会社内田洋行ITソリューションズ 和光技研株式会社 株式会社オーユーシステム

運用状況に合わせた原価計算ができ、

段階的な管理レベルの向上を支援しま

す。優れたシミュレーション機能を経

営に活用し、環境変化にスピーディー

に対応出来ます。

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。

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。

和光技研では、今春よりUAV（ドローン）
による写真撮影、三次元地形データ の作成、
フルカラー3Dプリンタ出力をワンストップ
で行うサービスを行っております。当日は
自社開発のUAV本体（WG1）を展示するほ
か、3Dプリンタ造形物のサンプル等を展
示致します。

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。

食品品質検査システム
『食INSPECTOR』

軽減税率対応・補助金対象
『電子レジスター ER-A421』

自動紙折機(ミシン目加工)
新型帯掛機『テーピットWX』

配置計画システム
現場かんたん割付ボード

食品小売業向け
『SCデュオFOODs店舗販売』

株式会社オーユーシステム シャープビジネスソリューション株式会社 株式会社ウチダテクノ 株式会社エフコム 株式会社内田洋行

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。

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。

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、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。

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

テムをご紹介いたします。

BCPとセキュリティの課題を解決する。

ラベルプリンタ、携帯用プリンタ ハンディ端末
スマートフォン対応写真管理システム

『Upho（ﾕｰﾌｫ）』
個人用防災備蓄BOX 
『そなえさん』

個人用防災備蓄BOX用
キャリングセット

株式会社サトー 株式会社キーエンス 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 株式会社内田洋行

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。

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。

防災用品の備蓄は万全ですか？命を守

るデスク下の大切なスペースを利用す

る備蓄BOXです。「東京都帰宅困難者

対策条例」に基づいた、一人あたり約3

日分の水・食料を収納可能です。

「そなえさん」のオプションです。車

輪とハンドルをセットすることで、持

ち運びがスムーズにできます。

非常持出セット
ウエストバッグタイプ

タタメットBCP
避難用背負子

『あんぜん しょいっこ』
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）クラウドバックアップ

株式会社内田洋行 株式会社内田洋行 パイオニア精工株式会社 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

執務中最も身近なチェアに防災備品を

備えておくことで、災害時の迅速な行

動をサポートします

収納時のうすさ35mmでホイッスル標

準装備。ウチダAJチェアのカンガルー

ポケットにピッタリ収納できます

地震や火災の際に自力で避難できない

人を安全に運びます

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。

大切なデータをクラウド環境に簡単に

バックアップ出来るサービスです。容

量は10GB~200GBまでの5タイプから

選択でき、低価格な月額費用でご利用

頂けます。

Barracuda Backup Server
情報漏洩対策/IT資産管理ソフト

『MaLion 5』
総合セキュリティソフト

『ESET』
SECURAGE NS T-10 OW

YAMAHA 
『スピーチプライバシー VSP-1』

株式会社富士通マーケテイング 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 株式会社内田洋行 株式会社内田洋行

アプライアンスへのローカルデータ

バックアップに加え、アプライアンス

間（Box to Box）及び、クラウド環境

へのバックアップデータの二重化を簡

単な操作で実現。

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。

「安心コスト」「軽快な動作」「高い

ウイルス検知率」を理由に多くの企業

に導入されているマルチプラット

フォーム対応の「ESET セキュリティ

ソフトウェアシリーズ」です。

ウチダHS収納の扉にICカードリーダー

を装備 FelicaとMIFAREの２つの規格

に対応しています

会話の中に含まれる個人情報などの機

密情報を保護します。専用スピーカー

から自然な環境音などのマスキング音

を流すことで会話の中身を第三者に伝

わりにくくします

オフィス環境の課題を解決する。

パイオリンク
セキュリティスイッチ『TiFRONT』

Pepper
Web会議・テレビ会議システム

『LiveOn』
無線対応プレゼンテーション用機器

『wivia -4』
無線対応プレゼンテーション用機器

『ClickShare set CSC-1』

石渡電気株式会社 ソフトバンク株式会社 ジャパンメディアシステム株式会社 株式会社内田洋行 株式会社内田洋行

既に導入済みの（あるいはこれから導

入する）IPS/IDS/UTMなど、各種セ

キュリティゲートウェイ製品との連動

による遮断が行える為、「入口/出口対

策」「エンドポイント対策」に「内部

対策」を加えた多層防御を実現します。

Pepperは、SoftBank株式会社が提供

する世界初の感情を持ったパーソナル

ロボットです。

業種や設置場所を問わず、お客様の心

強いアシスタントになります。

高音質、高画質なWeb会議システムを

ご紹介します。スマートフォンやウエ

ラブル端末にも対応したフレキシブル

なツールです。定額制で低価格でご利

用頂け、操作も簡単。

投影はよりスムーズに、演出はより多

様に。wivia4をネットワークに接続す

れば、各自のデータを無線LAN経由で

簡単に投影できます。

ワンクリック。ただそれだけ。議論を

加速させるワイヤレスプレゼンテー

ション機器。クリックシェアは4画面分

割、大人数利用に対応した標準モデル

です。

無線対応プレゼンテーション用機器
『ClickShare mini CSM-1』 みえる通訳・さわって通訳 デジタルビジネスホン

タッチディスプレイ
『BIGPAD』

デジタルサイネージ『テクノビジョン
サイネージコントローラー』

株式会社内田洋行 アイ･ティー･エックス株式会社 ナカヨ電子サービス株式会社 シャープビジネスソリューション株式会社 株式会社テクノフェイス

ワンクリック。ただそれだけ。議論を

加速させるワイヤレスプレゼンテー

ション機器。クリックシェアミニはコ

ンパクトなエントリーモデルです。

タブレット・スマートフォンを利用し

た多言語映像通訳。英・中・韓･タイ･

ロシアの5ｶ国語に24時間365日対応。

定額で使用できる映像通訳ｻｰﾋﾞｽ。

デジタルビジネスホンでビジネスをサ

ポート。ボイスメールで留守録＆リ

モートアクセス。通話録音「戻って録

音」＆「伝言メモ」・一時ホットライ

ンなど小規模オフィスやショップ、外

出先でも、快適に利用できる機能を厳

選しました。

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。

あなたの「伝えたい」を、すぐサイ

ネージへ。多重コンテンツ対応デジタ

ルサイネージ（電子看板）放映ソフト

ウェアの紹介。

IT_Fair 2016 in 札幌 展示一覧 会場：ホテルさっぽろ芸文館 3階 ロイヤルホール

日時：2016/10/18（火）10:00～18:00



オフィス環境の課題を解決する。

大判ポスター内製化 クラウド型データベース『kintone』 ワークフローシステム『X-point』 sansan 名刺管理 NEWチェア各種

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 サイボウズ株式会社 株式会社富士通マーケテイング Sansan株式会社 株式会社内田洋行

HOMEと大判プリンタを連携した、ポ

スター&POP作成＆出力を内製化によ

る集客&売上向上のご提案と納入事例

をご紹介。入出力デバイスとして超単

焦点プロジェクター、オフィス向け複

合機も展示致します。

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。

様々な業種で利用されているワークフ

ローシステム。自社様式の申請書をそ

のままWebで利用可能。申請フォーム

もノンプログラミングで作成可能。

クラウド名刺管理。名刺を一元管理し

て営業チャンスを拡大！

業界シェア76% 三年連続シェア1位

ウチダシステムチェアのNEWライン

ナップをご紹介。実施にお掛け戴き、

体感ができます。この機会に是非チェ

アの御買替えをご検討ください。

基幹業務・在庫管理の課題を解決する。

木製テーブル・チェア・収納庫 フルフラットリクライニングチェアⅡ
生産管理システム

『スーパーカクテルデュオ 生産』
食品業向けERPパッケージ
『SCデュオFOODs V8.0』

受発注支援ソリューション
『名人シリーズ』

カリモク家具株式会社 株式会社ノーリツイス 株式会社内田洋行 株式会社内田洋行 ユーザックシステム株式会社

家具の細部にまでこだわるカリモクの

木製家具。福祉施設家の御利用者にや

さしい家具をご紹介します。

「執務」と「軽睡眠」CHAIR。快適な

ONとOFFを、この一台で満たしてくれ

るリクライニングチェア。背もたれを

180°まで倒すことができ、更に付属の

フットレストを伸ばすことにより、仮

眠姿勢がとれます。

業務効率と経営品質の向上を実現する、

スーパーカクテルデュオの生産管理オ

プション。確定・見込での生産計画や

計画変更にも柔軟に対応が可能。また、

急な問合せや万が一の場合にも、迅速

に対応が可能です。

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。

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いたします。

人事給与の課題を解決する。

CTIソフトウェア 『CTIコネクテル』
通信販売・顧客管理システム 『Simplex』

ASP型EDIシステム『iMart』サービス
e-ActiveStaff

『人事・給与・庶務事務システム』
人事奉行・給与奉行シリーズ

市場シェアNo.1勤怠管理クラウド
『Touch On Time』

株式会社システムリサーチ 株式会社インターマインド 株式会社内田洋行 株式会社オービックビジネスコンサルタント 株式会社デジジャパン

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

企業にお勧めのCTIソフトです。

iMartサービスは、卸売・メーカー企業

を中心として、その販売先や仕入先と

の間の商取引に本格的なEDIデータ交

換をクラウド型システムとしてご提供

いたします。

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。

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。

タイムカードはもう要らない。クラウ

ド勤怠シェアNO.1「Touch On 

Time」は使いやすくお手頃価格のサー

ビス。集計作業削減の他、不正防止や

シフト管理、ワークフローも対応。ま

ずは無料お試しを！

地方自治体の課題を解決する。

人事大臣・給与大臣・就業大臣シリーズ Usolia 障がい者福祉システム Usolia 健康管理システム
絆 高齢者介護システム

『地域包括支援センターシステム』
放課後児童支援システム

応研株式会社 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 株式会社内田洋行ITソリューションズ

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

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。

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

管理システムをご紹介します。

住民基本台帳や介護保険認定情報をは

じめとする各種システムとの連携が可

能な他、充実した相談記録管理機能や

地域支援事業管理、豊富な統計機能を

装備し、センター業務運営の効率化を

ご支援します。

延長利用報告書等の各種帳票を自動で

作成・児童の入退室時刻をメール配信

等、安心・安全な児童クラブ運営を支

援するシステムをご紹介します。

情報・ドキュメント管理の課題を解決する。

避難行動要支援者システム 空き家管理支援システム
集計・分析プラットフォーム『Dr.Sum

EA』/BIダッシュボード『MotionBoard』
PROCES.Sファイル管理システム

帳票作成・データ抽出/分析BIツール
『DataNature』

株式会社ノーステック 株式会社ノーステック ウイングアーク1st株式会社 株式会社内田洋行ITソリューションズ 株式会社エヌジェーケー

電子住宅地図上に避難行動要支援者及

び要配慮者データをリンクし、データ

ベース化する事により平時はもとより

防災及び災害時対応等、保健福祉課

様・危機管理室様の様々な業務を支援

するシステムをご紹介します。

住民基本台帳システム、固定資産課税台帳

システム等と地図情報システムとを連携し、

空き家情報の一元化及びデータベース化す

る事により、防災、防犯、空き家の利活用、

景観保全など「空き家対策」に必要な幅広

い業務を支援させて頂くシステムをご紹介

します。

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。

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

の保管にも活用頂けます。

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

DataNature。

福祉・子育ての課題を解決する。

DocuWorksソリューション 5年間無償保証の複合機&プリンタ 高解像度インクジェットプリンタ 登降園管理システム
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』

富士ゼロックス北海道株式会社 株式会社沖データ イーデーエム株式会社 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

DocuWorksを使ったソリューションのご

紹介です。「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。

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。

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バーコー

ド印字が可能。バイナリレベルバー

コードだけではなく、マルチレベル

バ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。

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。

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。

色々な課題を解決する。

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』

作業支援器具
『腰補助用マッスルスーツ』

福祉施設向けファニチャー 健康チェックコーナー

株式会社内田洋行 株式会社内田洋行 株式会社日立システムズ 株式会社オリバー 株式会社ウチダシステムズ

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。

福祉施設における作業負担を軽減する

人工筋肉を使った支援器具のご紹介で

す。

福祉施設・公共施設向けのファニ

チャーをご紹介いたします。

あなたの健康をチェック！「体力年

齢」・「血管年齢」・「体力測定」を

実施。是非コーナーにお立ち寄りくだ

さい。

ポータブルワイヤレスアンプ
『WA2800SO』

防滴メガホン『ER1106S』
ハンズフリー拡声器『ER1000』

街頭監視カメラ
『タウレコーダーGR201』

用途に応じた圧着紙製品 オフィスサプライ・文具

TOA株式会社 TOA株式会社 TOA株式会社 株式会社セントラルフォーム 株式会社北海道クラウン

定格出力22Wのデジタルアンプを搭載

した4電源方式のポータブル型ワイヤ

レスアンプです。ハンドル部は抗菌処

理をしています。避難現場等で威力を

発揮します。

ホスピタリティ、伝達力向上。腰に巻

くベルトの拡声器。ハンズフリーで工

場内、展示会、避難誘導、幼稚園、デ

イサービス等様々な場所で拡声、より

伝達をわかりやすくします。

他にあまりないスタンドアロン監視カ

メラ。データ取出しは暗号化WiFi。街

中、広い場所、道路を挟んだ敷地など

に設置可。安心安全、見守り、スタン

ドアロンで低コストです。

請求書、コンビニ収納払込票、給与明

細書など用途に応じて多岐にお使い頂

けます。

圧着紙製品と印刷と併せて印字・圧

着・郵送などのアウトソーシング業務

をトータルにご提案致します。

最新のオフィスサプライ・文房具を展

示説明いたします。


