
流通業向けソリューション

販売管理パッケージ
「スーパーカクテルデュオ販売 V8.1」

食品業向けERPパッケージ
「スーパーカクテルデュオFOODs V8.1」

食品小売業向け
「スーパーカクテルデュオFOODs店舗販売」

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」

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

”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

紹介いたします。

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。

IT_Fair 2017 in 札幌 展示一覧
会場：札幌コンベンションセンター

日時：2017/4/20（木）10:00～18:00

食品品質情報管理システム「食Quality」
食品品質検査システム
「食INSPECTOR」

トレースシステム、ラベル/携帯用プリンタ
「Trace eye FOOD-Pro」

「ハンディ端末」

株式会社オーユーシステム 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

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」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。

原材料入荷予定、製造指示、計量指示、出荷指示

等の指示データをもとに各種データを一元管理。

作業に必要な情報はハンディターミナル等に表示/

結果入力します。また、各種現場では様々なプリ

ンタを利用して現地作業を視覚化します。

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。

帳票作成・データ抽出/分析BIツール
「DataNature」

サイボウズクラウドサービス
「kintone」

受発注支援ソリューション
「名人シリーズ」

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」

株式会社エヌジェーケー サイボウズ株式会社 ユーザックシステム株式会社 株式会社システムリサーチ

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。

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いたしま

す。

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。

食品工場向け
持込可能な用品・消耗品大展示

ドキュメントハンドリングソフトウェア
「DocuWorks」+基幹連携ソリューション

軽減税率対応・補助金対象
「電子レジスターＥＲ－Ａ４２１」

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

株式会社ウチダシステムズ 富士ゼロックス北海道株式会社 シャープビジネスソリューション株式会社 キャノンマーケティングジャパン株式会社

食品工場特有の環境下でも、安全に衛生に配慮し

た用品類、消耗品をご紹介します。

日々の業務におけるドキュメントの入力・出力・管理

が手作業や属人化によって、時間が掛かったりミスが

発生する恐れはありませんか？基幹システム「スー

パーカクテル」とドキュメントソリューション

「DocuWorks」の連携により、お客様の課題を解決し

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。

・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。

建設業向けソリューション

「自動紙折機(ミシン目加工)」
新型帯掛機「テーピットWX」

「高解像度インクジェットプリンタ」 「圧着ハガキ」
Usolia建設業ERPシステム

「PROCES.S」

株式会社ウチダテクノ イーデーエム株式会社 株式会社セントラルフォーム 株式会社内田洋行ITソリューションズ

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。

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。

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）」

Usolia建設業ERPシステム
「PROCES.S クラウド版」

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

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。

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。

Usolia建設業ERPシステム
「PROCES.S クラウドバックアップ」

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」 「空き家管理支援システム」

株式会社内田洋行ITソリューションズ 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 株式会社ノーステック

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。

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（請

求書）の保管にも活用頂けます。

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。

公共、福祉・介護ソリューション

「給与管理システム PRO」
業務用デジタルカメラ「G800・G800SE」

& 「TEHTAクラウドサービス」
「Usolia 健康管理・障がい者福祉システム」

「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)」

株式会社エスデーピー リコージャパン株式会社 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

多彩な検索機能や項目の連動機能を充実させることに

より簡易化し、毎月の給与計算をスムーズにすること

が可能です。どうしても作業が重なってしまう年末調

整や差額処理では、データの自動作成化を計り面倒な

入力作業を最大限に軽減させるなど、年間を通じて発

生する業務を強力にサポートします。

・ハードな現場に必要な防水、防塵、耐衝撃。緻

密な画像が可能な有効1600万画素のデジタルカメ

ラを紹介します。

・ワンショットで全天球画像や動画を簡単に撮影

でき360°自由自在に動かして見たり編集したり、

共有できるクラウドサービスをご紹介します。

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。

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。

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」

「登降園管理システム」

株式会社内田洋行 株式会社内田洋行 株式会社内田洋行 株式会社エスデーピー

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。

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。



公共、福祉・介護ソリューション 共通ソリューション

「児童クラブ支援システム」 「人事・給与・庶務事務システム」
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」

株式会社エスデーピー 株式会社内田洋行 株式会社デジジャパン 株式会社沖データ

児童クラブに来た児童の通所・帰宅時刻を記録管

理し、同時に保護者へメールでお知らせできます。

また、利用状況表などの幅広い業務をカバーした

システムです。

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。

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！

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。

地域事業本部 北海道支店 札幌オフィス「IT FAIR 2017 事務局」

TEL: 011-325-5515 FAX: 011-325-5525

お問い合わせ先

特別コーナー ＜補助金対応ソリューション＞

販売管理パッケージ
「スーパーカクテルデュオ販売 V8.1」

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」

食品業向けERPパッケージ
「スーパーカクテルデュオFOODs V8.1」

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 株式会社オーユーシステム

”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。

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。

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。

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。

「人事奉行・給与奉行シリーズ」
軽減税率対応・補助金対象

「電子レジスターＥＲ－Ａ４２１」
帳票作成・データ抽出/分析BIツール

「DataNature」
サイボウズクラウドサービス

「kintone」

株式会社オービックビジネスコンサルタント シャープビジネスソリューション株式会社 株式会社エヌジェーケー サイボウズ株式会社

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。

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。

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。

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。

受発注支援ソリューション
「名人シリーズ」

「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」

通信販売・顧客管理システム「Simplex」
Usolia建設業ERPシステム

「PROCES.S」

ユーザックシステム株式会社 応研株式会社 株式会社システムリサーチ 株式会社内田洋行ITソリューションズ

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。

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」

集計・分析プラットフォーム「Dr.Sum EA」
BIダッシュボード「MotionBoard」

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 ウイングアーク１ｓｔ株式会社

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。

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。

Web会議・テレビ会議システム
「LiveOn」

「BIGPAD」＆
「タッチディスプレイ 40V型」

「リコー・デジタルサイネージ」
「ＩＷＢ」

(インタラクティブホワイトボード）

ジャパンメディアシステム株式会社 シャープビジネスソリューション株式会社 リコージャパン株式会社 リコージャパン株式会社

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。

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。

ビジュアルな最新情報配信をカンタン・ローコス

トに実現。システム導入からコンテンツ製作が簡

単にでき、遠隔から更新・利用状況も確認可能で

す。

パソコンやタブレット端末のデータを表示、ディ

スプレイへのなめらかな書き込みと多彩な編集、

表示データと書き込みを最大20台まで共有できる

マルチ接続、これらをシンプルな操作性で実現し

ます。

Fujitsuデジタルサイネージ
「ChaMEO」

ワークフローシステム「X-point」
ペーパレス会議システム

「moreNOTE（モアノート）」
無線対応プレゼンテーション用機器

「ClickShare CSE-200」

株式会社富士通マーケティング 株式会社富士通マーケティング 株式会社内田洋行 株式会社内田洋行

デジタルサイネージの運用で問題となるコンテン

ツ（表示内容）の更新を簡単に行えるのが特徴で

す。管理パソコンの指定された「フォルダ」に表

示させたいデータ（EXCEL、PDF、PowerPoint

等）を入れるだけで更新。

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。

moreNOTEはタブレットやスマートフォン、PCで

ドキュメントや動画・画像などの各種資料を手軽

に共有・閲覧・編集できるサービスです。ペー

パーレス会議システムとして、外出先での資料閲

覧・編集システムとして、さまざまなビジネス

シーンで活用できます。

ClickShare は、パソコンに挿したボタンを押すだ

けで、PC画面をワイヤレスで投影できるシステム

です。ソフトウェアのインストールや社内の無線

ネットワークに入る必要がないためゲストとの

ディスカッションでも活躍します。

「Pepper」 「人事奉行・給与奉行シリーズ」 「人事大臣・給与大臣・就業大臣シリーズ」

ソフトバンク株式会社 株式会社オービックビジネスコンサルタント 応研株式会社

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。

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。

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。

＜ミニセミナーを開催します＞

帳票作成・データ抽出/分析BIツール

「DataNature」

サイボウズクラウドサービス

「kintone」

11:00～16:00

※開催時間は、イベント当日に掲示します。


