
ソリューションフェア2017 
～ＩｏＴ･ＡＩがもたらす社会改革と働き方改革～ 

主催：株式会社福島情報処理センター 
共催：福島コンピューターシステム株式会社 

拝啓 
 このたび、弊社では「ソリューションフェア2017 ～ＩｏＴ･ＡＩがもたらす社会改革と働き方改革～」と題しま 
してお客様・パートナー様を対象としたフェアを開催させていただく運びとなりました。  
毎年多くのお客様・パートナー様にご参加いただいて好評をいただいている本フェア、今年は「クラウド、 
ＩｏＴ、ＡＩ（人工知能）とビッグデータ、セキュリティの脅威、働き方改革」をキーワードとして、お客様の経営 
革新にお役立ていただける最新のソリューションを講演や展示とともにお届けします。 
激変するＩＴ環境に素早く対応できる製品、確かな技術による競合優位、豊富な導入事例が示す提案力 
でＦＩＣ・ＦＣＳは、これからもお客様・パートナー様とともにビジネスを推進してまいります。 
当日は、会場内で多数の製品を展示いたします。 ぜひこの機会に、万障お繰り合わせのうえご参加賜り
ますようよろしくお願いいたします。 
                                                            敬具 
                                                            
                                        株式会社福島情報処理センター 
                                        福島コンピューターシステム株式会社 

ご挨拶 

ＦＩＣ・ＦＣＳのお客様・パートナー様向け総合イベント 

■ 開催日：２０１７年 １１月２８日（火） 

参加費無料・事前登録制 

講演のご案内 

１０：００～１７：００ 

■ 会場：ビッグパレットふくしま 

       １階多目的ホールＡ 
        〒963-0115 福島県郡山市南二丁目52 
         TEL 024-947-8010 

＜講演１＞ 
 

１０：３０～１２：００ 

ご挨拶（主催者） 

「働き方改革」の意味と会社がなすべき具体策とは 

「働き方改革」というワードがにわかにクローズアップされ、政府が本格的に取り組む姿勢を明確にして
いる中で、会社・経営者の労働に関する認識と運営の意識改革が叫ばれています。本セミナーでは「働
き方改革」の意味と、会社がなすべき具体策とは何かというテーマにてお話し致します。 

講師 株式会社YACコンサルティング 代表取締役社長 矢川 孝次郎氏 

＜講演２＞ 
 

１３：３０～１５：００ 

ご挨拶（共催者） 

IoT、AIがもたらす社会変革 

人工知能そして、様々な「モノ（物）」がインターネットに接続され情報交換することで、社会や生活に大
きな変革をもたらし、第4次産業革命を起こすといわれています。 
IoT、AIとその活用についてわかりやすく解説し、新しい世界を開くアクションに繋げます。 

講師 株式会社福島情報処理センター/福島コンピューターシステム株式会社 
    FF-PROJECT 大久保 仁 



展示のご案内   ※カテゴリ毎 企業名50音順 

展示カテゴリ 展示タイトル 出展概要 出展社名 

 AI 人工知能活用ソリューション 
人工知能を、教育やリハビリの現場、地域活性化に活用したソ
リューションです。その他、２つのソリューションもご紹介します。 

ＦＦプロジェクト 
（FICとFCSの共同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 

 AI 
MicrosoftAzureで実現する 
AIコグニティブソリューション 

MicrosoftAzureでAIコグニティブソリューションをタイムリーに実
現するソリューションをご紹介します。 

東京エレクトロンデバイス 
株式会社 

 AI 
人を想い、人を支えるコミュニケーションAI
「RECAIUS」 

長年取り組んできた音声認識や知識処理等の様々な技術を進
化させたサービスで、「新たな働き方」を実現します。 

東芝デジタルソリューションズ
株式会社 

 AI AI×IoTソリューション 
製造業における異常検知の人工知能開発ツールおよび推論モ
ジュールをご紹介します。 

菱洋エレクトロ株式会社 

 IoT 
IoTを直ぐに試せるレンタル型 
オールインワン製品 IoT FastKit™ 

IoTに必要な機器・サービスを全てまとめてご提供。 
様々なPoCシナリオが電源ONですぐに利用開始できます。 

アルプスシステム 
インテグレーション株式会社 

 IoT IoT働き方改革ソリューション 
IoTを活用し、社有車、社員、職場を見える化！働き方改革につ
なげます。その他、３つのソリューションもご紹介します。 

ＦＦプロジェクト 
（FICとFCSの共同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 

 IoT 
「MC-Web Controller」 
低コスト・短時間で既存設備をIoT化 

工事レスで機械停止や配線切断の必要なし 
既存のどんなメーカーの機械設備でもカンタンにIoT化します。 

日本アバカス株式会社 

 IoT 
RFIDソリューション 
～物の動きを見える化～ 

リアルタイムな進捗管理、リライタブルで環境にもやさしい。煩雑
な入出庫・在庫管理の効率化をお手伝いします。 

リコージャパン株式会社 

 ITツール 
簡単導入！バーコード・文字認識による 
実績収集、照合システム 

バーコード、文字認識ハンディーターミナルを使用した実績収集
やミス防止などの業務改善システムをご提案します。 

株式会社キーエンス 

 ITツール 
製造業の皆さんへ！ 
現場で活用スマホ・タブレットアプリ 

スマホ・タブレットによる製造業・作業実績収集システムを中心に
様々な「現場」で活用できるアプリケーションを展示します。 

奏風システムズ株式会社 

 ITツール 
ハイブリッドITの実現を支援する、 
小規模システム向けの新サーバー 

ハイブリットITの構築、限られたスペースでのサーバ利用など 
さまざまな活用を実現できる史上最小サーバなどを展示します。 

日本ヒューレット・パッカード 
株式会社 

 ITツール 
活Excel、活Accessで、システム化する 
ソリューションツール！ 

現場のExcel業務やAccess業務をWebシステム化するソリュー
ションツール「dbSheetClient 2018」をご紹介します。 

株式会社 ニューコム 

 ITツール 総合監視ツール「HeartBeats」 
サーバやネットワーク等の状態を常時監視。異常・警告があると
色分け表示で一目瞭然。素早い対応でＴＣＯ削減にも効果大!! 

株式会社 
福島情報処理センター 

 ITツール 
システム連携を素早く、簡単に！ 
Magic xpi（エックスピーアイ） 

Magic xpi（エックスピーアイ）は、複雑なシステム間連携を 
ノンプログラミングかつ低コストで実現します。 

マジックソフトウェア・ジャパン
株式会社 

 クラウド 
NTTComが提供するｷｬﾘｱｸﾗｳﾄﾞの優位性！
閉域ﾈｯﾄﾜｰｸ接続でよりｾｷｭｱに！ 

EnterpriseCloudと閉域ネットワーク(ArcstarUniversalOne)を利用
することで、外出先からも安心してクラウドを利用できます。 

ＮＴＴコミュニケーションズ 
株式会社 

 クラウド kintoneで今日から始める業務改善 
社内で簡単にシステム開発！個別のカスタマイズでもっと充実！
「kintone」が社内システムのお悩みを解決します。 

サイボウズ株式会社 

 クラウド 
Web-APIで多様な働き方に対応！ 
PCAクラウド 

PCAクラウドなら、バージョンアップ・保守料込みの月額利用料の
みで利用可能。さらに他のクラウドサービスと連携が取れます。 

ピー・シー・エー株式会社 

 クラウド 音声こころ分析サービス 
声から手軽に心の状態を見える化し“こころの不調”の自覚と早
期対策を促し、元気な職場環境の創出を支援するサービスです。 

株式会社日立システムズ 

 クラウド 
予防接種をクラウドで管理！ 
Dr.TAPシリーズ 

予防接種を管理するクラウドシステムのご提案です。 
レセコン連携などお気軽にご相談ください。 

福島コンピューターシステム 
株式会社 

 クラウド 
FICデータセンターサービス、光回線提供
サービス、かんたんWi-Fiサービス 

FICデータセンターサービス及びNTT東日本とのコラボレーション
サービス（光回線提供、かんたんWi-Fi）をご紹介いたします。 

株式会社 
福島情報処理センター 

 クラウド 
クラウドで名刺管理・活用 
「Sky Desk Cards R」 

法人様向け共有型名刺管理ｻｰﾋﾞｽです。名刺管理は営業活動を
強化するｻｰﾋﾞｽで、名刺に関わる情報が簡単に共有できます。 

富士ゼロックス福島株式会社 

 クラウド 
振込・支払業務代行クラウドサービス 
「楽たす振込」 「楽たす給与振込」 

MJSがお客様の振込処理を一括代行する事で、振込業務に関す
る業務の効率化とコストの削減を実現します。 

株式会社ミロク情報サービス 

 セキュリティ 顔認証システム導入セット 
世界最高レベルの顔認証技術で施設・店舗での防犯、おもてな
しや入退室管理などに簡単に導入可能です。 

ＮＥＣ（日本電気株式会社） 

 セキュリティ 
統合エンドポイント管理ツール
「LanScopeCat」 

IT資産管理･情報漏えい対策･マルウェア対策の課題を統合的に 
解決するソフトウェアLanScopeCatをご紹介します。 

エムオーテックス株式会社 

 セキュリティ 
真のセキュリティ対策とは？  
情シス担当者必見の情報セキュリティ対策 

話題の脆弱性パッチ管理でも圧倒的な優位性をご紹介します。 
今まで他のソフトで防げなかったサイバー攻撃にも有効です。 

株式会社カスペルスキー 

 セキュリティ 
次世代マネージドセキュリティサービス 
「Seqriteサービス」 

複数のエンドポイントと複数の場所に対応する1つの統合ソリュー
ション 

新興サービス株式会社 

 セキュリティ 
FireWALL/UTMソリューション 
「FortiGate」 

高度なセキュリティ脅威や標的型攻撃に対して業界最高の保護
機能を提供するUTMです。 

ソフトバンク 
コマース＆サービス株式会社 

 セキュリティ 
小規模店舗・オフィス向け カメラシステム
「サーカム」 

400万画素で高画質、夜間対応。 
PCレスでシンプルな操作性のカメラをご紹介します。 

株式会社バッファロー 

 働き方改革 
働き方改革を支援 
「働き方見える化サービス」 

オフィス、テレワークなどでの働き方を見える化し企業の働き方
改革をサポートします。 

ＮＥＣ（日本電気株式会社） 

 働き方改革 奉行流働き方改革 
奉行シリーズを活用した業務の自動化、効率化、生産性アップの
運用方法をご紹介いたします。 

株式会社オービックビジネス 
コンサルタント 

 働き方改革 新しい働き方のご提案 
セキュアで低コストなビジネスチャット WowTalk 
世界でNo.1の名刺管理アプリ Camcard Business 

シネックスインフォテック 
株式会社 

 働き方改革 働き方改革とセキュリティ 
安心して快適に働き方改革を行うため、セキュリティと運用を重
視したリモートアクセスソリューションをご紹介いたします。 

株式会社ソリトンシステムズ 

 働き方改革 Office 365で実現する働き方改革のご紹介 
Office 365で実現できる働き方改革をご提案します。 
時間や場所にとらわれないビジネス環境を実現します。 

ダイワボウ情報システム 
株式会社 

お申込み（別紙のＦＡＸ事前申込書にてお申込みください） 
     株式会社福島情報処理センター  ソリューション営業部                FAX 024-938-6762 
         [お問い合わせ]  TEL 024-923-2116  E-MAIL eisui@fic.co.jp 
 

     福島コンピューターシステム株式会社  システムインテグレーション事業部  FAX 024-961-1017 
         [お問い合わせ]  TEL 024-961-1015  E-MAIL s_fair2017@fcs.co.jp 


	スライド番号 1
	スライド番号 2

