NECソリューションフェア
in 北九州 2013
〜 人と地 球にやさしい情 報 社 会へ 〜
日時

場所

平成
25年

12月10日 10:00
火

パークサイドビル 9階

（北九州市小倉北区堺町1-6-13）

〜17:30

共催

NEC／
栄泉会（NEC北九州地区販売店会）

ごあいさつ
拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび「NECソリューションフェア in 北九州2013」を
開催する運びとなりました。
今回は、皆様のビジネスにお役に立てるプログラムとして「エネルギー」
「 環境対策」
「コスト削減」
「 業務効率」をキーワードに「ICTによる新たなサービス」をNECグルー
プおよびパートナー各社のご協力のもと、多数用意いたしております。
つきましては、ご多忙中とは存じますが、是非ともご来場賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。

敬具
NEC北九州支店
栄泉会（NEC北九州地区販売店会）

◎パークサイドビル 9階

アクセス

北九州市小倉北区堺町1-6-13（093-551-3878）
JR小倉駅より：徒歩8分
モノレール 平和通駅・旦過駅より：徒歩4分

■

内容

セミナー・展示 ※別紙のとおり

■

申込

Webにてご希望のセミナーにお申し込みください。

URL

http://www.nec.co.jp/event/detail/ kitakyushu/
■

お問い合わせ

「NECソリューションフェアin 北九州2013」事務局
NEC北九州支店 093-541-2887

■ セミナ ー
開催番号

会社名

タイトル

概

要

講

師

▼ 1 :開催時間 10:30-11:30

1-A

日本事務器㈱

クラウドで仕事のやり方
が変わる!!そのヒントこ
の事例にあり!!
〜Google AppsとSalesforce
活用事例ご紹介〜

1-B

NEC

事例にみるOpenFlowを
用いたネットワーク仮想
化のメリット

NEC

NEC九州データセンター
サービス開始！
〜お客様と共に未来を語り
合えるDCを目指して〜

1-C

今やクラウドサービスは使うか否かを検討する時代は終わり、どんな
業務に活用するかを検討する時代です。
既にクラウドサービスを活用している会社は、どのような使い方をし
ているのか。あらゆる業種でのGoogle AppsとSalesforceの活用事例
をわかりやすく解説していきます。

日本事務器㈱
チーフクラウドエバンジェリスト
平山 宏

OpenFlow技術を利用したネットワーク仮想化が実用を迎えていま
す。ユースケースに応じたネットワーク課題を整理すると共に、事例
からネットワークの仮想化のメリットや、オフィスLAN最適化を実現
するソリューションをご紹介します。

NEC 企業ネットワーク事業部
シニアエキスパート
宮永 直樹

データセンターの最新の動向及びNEC九州データセンターのサー
ビスをご紹介します。

NECフィールディング
LCM事業推進本部
エキスパート 鈴木 清士
NEC 九州支社
クラウド推進プロジェクト
マネージャー
飯川 知英

㈱エクス
代表取締役

▼ 2 :開催時間 13:00-14:00

2-A

日本事務器㈱

『ものづくり情報戦略の
新しい潮流』
〜IT新技術で拡がる生産
管理の可能性〜

製造業を取り巻く環境の変化は激しい。従来型のものづくり経営手
法は限界に達し、ＫＫＤ（勘と経験と度胸）の経営から、科学的な工場
経営への転換が必要である。
特に情報や知識を企業価値に変えるための情報戦略は重要であ
り、
「 デジタルソリューション」
「 スマートデバイス」
「 ３Ｄプリン
ター」などの最近のＩＴ技術は生産管理の新しい形を実現する可能
性を持っている。
本セミナーでは最新のＩＴ技術動向と生産管理システムの連携を
通じて、新しいものづくり経営の可能性を探る。"

2-B

ダイワボウ
情報システム㈱

「最新のセキュリティリス
クと、その対策」
〜防御するために、まず「知
る」ことから始めよう〜

様々なセキュリティリスクが叫ばれる中、どのようなセキュリティ対
策を行う必要があるのか？攻撃の本質に迫り、脅威を適切に理解する
ことで、必要なセキュリティ対策をシンプルにご紹介いたします。

(株)カスペルスキー
九州営業所 所長
宮崎 優

㈱BCC

企 業 情 報 ポ ー タ ル
「BEAM」クラウド・グロー
バル対応版

グループウェアを基盤にワークフローやＳＦＡ、そして販売管理シ
ステムや会計システムとの連携、デモを交えご紹介いたします。特に
グローバル対応機能中心に日本語、中国語に対応し、時差、通貨、国別
祝祭日等による各機能紹介をさせていただきます。

㈱ＢＣＣ
クラウドサービス事業本部
営業部 部長
和田 賢治

ERPシステムは高くて、カスタマイズも大変、自社には適さないと考
えておられる企業経営者様、情報システム管理者の皆様に朗報！本格
的な機能と高い柔軟性を備え、さまざまなビジネスに適応可能な「コ
ンピエール日本企業版」は、オープンソースベースであり低コストで
導入が可能な中小企業経営管理システムの決定版です。今、注目のソ
リューションであるコンピエールの特徴と機能の概要、導入事例をご
紹介いたします。

コンピエールジャパン㈱
代表取締役
細沢 正

ＮＥＣネッツエスアイが
取り組むオフィス改革
ＥｍｐｏｗｅｒｅｄＯｆｆｉｃｅ
のご紹介
〜EmpoweredOffice全国
展開への挑戦〜

当社は2007年よりオフィス改革「ＥｍｐｏｗｅｒｅｄＯｆｆｉｃｅ」
を実践しており、今年11月からは九州支店も新しいオフィスとなり
ます。当社の継続したオフィス改革の取り組みについてご紹介いた
します。

NECネッツエスアイ株式会社
エンパワードオフィス販売
推進本部 マーケティンググループ
グループマネージャー
鷲山 光洋

「まるごと仮想化」による
ICTインフラ刷新！

効果的・効率的にICT環境を活用するためにはサーバだけではなく、
ストレージやネットワーク、デスクトップも含めた「まるごと仮想化」
が必要です。進化する「まるごと仮想化」ソリューションのポイントや
事例について、ご紹介します。

NEC プラットフォーム
ソリューション推進本部
マネージャー
赤出川 勝彦

2-C

抱 厚志

▼ 3 :開催時間 14:30-15:30

3-A

㈱アクシス

3-B

ＮＥＣ
ネッツエスアイ

3-C

NEC

オープンソースERP
「コンピエール日本企業版」
のご紹介

▼ 4 :開催時間 16:00-17:00

4-A

ＮＥＣ

ＮＥＣソフトウェア九州が
提供するクラウドサービス
e-NAVIGATORのご紹介

4-B

ＮＥＣ

事例から読み解く災害対策
の課題と解決法
〜すぐにスタートできる遠
隔バックアップ〜

4-C

NEC

ファイルサーバ
「無法状態」の秩序を
取り戻せ！

ビッグデータやクラウドの活用など、NECソフトウェア九州は新し
いIT領域にチャレンジするお客様に向け、様々なサービスを提供し
ています。今回のセミナーでは、Twitter等のソーシャルデータをお客
様のビジネスに活用するソーシャルデータレポートサービス等の
「e-NAVIGATOR」のサービスについてご紹介致します。
月額９万円でスタートできる遠隔バックアップサービスについて、
導入事例を交えてご紹介いたします。事業継続・災害対策を見据え
た最初のステップとして、重要なデータを守る遠隔バックアップの
仕組みをご提案いたします。

NEC プラットフォーム
ビジネス本部
ストレージ販売促進Ｇ
主任 大内 勇人

企業活動で生成される情報は年々に増加しており、無法状態に
なったファイル サーバはシステムコストや情報漏洩リスクを増大
させています。これらの課題を 解決し、容量肥大化抑制、セキュリ
ティ対策、データ保護を実現する ファイルサーバソリューション
を事例を交えてご紹介します。

NEC IT プラットフォーム
ビジネス本部
鴻池 郁人

※講演内容は都合により予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

NECソフトウェア九州
技術戦略本部
ITアーキテクトグループ
マネージャー
大坪 恒樹

■展示
出展社名

展示システム

概

要

NEC

サイネージ 『美映エル』

NECのデジタルサイネージキット「美映エル」
さまざまなシーンで効果的に魅せるデジタルサイネージのオールインワンキットです。
32型、40型、42型、46型のラインナップがあります。

NEC

ブレインボード

企業競争力を加速させる攻めの会議効率化ツール。指で画面に文字や絵が直接書き込めて
保存も可能。46型、65型、プロジェクタ版のラインナップがあります。

NEC

タブレット、ノートパソコン

最新のライフタッチ3機種、ノートパソコンをご紹介致します。

NEC

ファクトリーコンピュータ

耐環境性能、長期供給、長期保守など産業分野のさまざまなニーズに応えるファクトリコン
ピュータ。過酷な環境でも安心して運用できる堅牢タブレット「ShieldPRO H11A」、24時間安
定稼動、安心運用できる廉価版FC「P30B」、更に性能を強化したデストップ型「S35W」を展示
いたします。

MXモバイリング

スマートフォン、タブレットデバイス活用提案

クラウド利用のオフィスソリューション、簡単・安価に構築できるリモートアクセスシステ
ム、会議をもっとスマート＆セキュアに変化させるペーパレス会議システムをご紹介します。

NEC

貴社ファイルサーバは無法地帯に
なってませんか？

企業活動で生成される情報は年々に増加しており、無法状態になったファイルサーバはシス
テムコストや情報漏洩リスクを増大させています。これらの課題を 解決し、容量肥大化抑制、
セキュリティ対策、データ保護を実現する ファイルサーバソリューションを実機デモにてご
紹介します。

NEC

バックアップ・アーカイブ業務をシンプル
＆スマートに

月額9万円でスタートできる遠隔バックアップサービスについて、本サービスを実現する
iStorageHSをご紹介いたします。バックアップ統合からBC/DR事業継続・災害対策を見据えた
最初のステップとして、重要なデータを守る遠隔バックアップの仕組みをご提案いたします。

NEC

事務所の設置に最適な水冷式スリムサーバ

水冷技術により、ささやき声程度に稼働音を低減。スム ーズな排熱を徹底追及し、40℃の高
温下でも安定稼働が可能。筐体幅が98mmと狭い事務所等の設置に最適なタワー型サーバの
仕組みをご紹介します。

NEC

万一のハードウェア障害でも停止しない
可用性を追求したPCサーバ

PCサーバの主要コンポーネントを2重化し、システムの連続稼働を実現した無停止型ftサー
バのご紹介です。ftサーバを動作した状態で、疑似障害を発生させても、業務が止まらない様
子をご覧いただきます。

46型タイプ

NEC

NEC九州データセンターのご紹介
（映像）

NEC九州データセンターを映像とパネルでご紹介します。

NEC

顔認証・顔照合パッケージ
「顔跡／KAOATO」

１．不審者監視：事前登録者をＩＰカメラが発見するとアラーム（PC画面＋タブレット）
２．入退室管理：タブレット内蔵カメラ+認証ボタンで顔認証し音声ガイダンス
UNIVERGE Liveは、メールや電話、グループウェア、Web会議、セキュリティ管理などオフィ
スのICT環境をＮＥＣのデータセンターを利用し、クラウドサービスとして提供するもので
す。お客様は、サーバやネットワーク機器、ソフトウェアなどを自社で所有しなくても最新の
オフィス機能が利用でき、システム運用やオフィスのセキュリティ維持などの負担を軽減し
つつ、ワークスタイル革新を実現できます。

NEC

UNIVERGE

㈱西通

ビジネスチャンスを逃さない！
AspireUX（アスパイヤユーエックス）
〜携帯内線化ソリューションのご紹介

ダイワボウ情報システム㈱

ネットワークカメラ

Live

(株)ROD

「NEC UNIVERGE Aspire UX」 は、従来からの電話の利便性を踏まえながらも将来を見据えた
「IP化」の流れにいち早く対応できる拡張性豊かなシステムとなっております。
各社の最新ネットワークカメラをサポートし、鮮明なハイビジョン映像の長期間保存を実現
した「VioStor」をご紹介。

NECネッツエスアイ

無線LANシステム「Xirrus（ジッラス）」

Xirrus XNシリーズは、最大８台のアクセスポイントとコントローラを統合した、無線LANア
レイです。教室やセミナー会場など、多数の人が集まる場所での高密度な無線LAN環境を容易
に構築でき、機能集約によって機器設置台数が減るため、設置や運用管理の手間・コストを大
幅に削減できます。

佐鳥電機㈱

IMES他無線モジュール

IMESとはJAXA（宇宙航空研究開発機構）が中心に考案した屋内測位技術です。屋内でも屋外で
もシームレスな位置計測が行え、屋内に関してはフロア情報（階数）も取得可能です。弊社オリ
ジナルの920MHz無線モジュールは6LoWPAN対応版やUSBドングルも取り揃えております。

佐鳥電機㈱

再生バッテリー

NEC

蓄電池

万一の停電が生じた場合にも、重要業務を継続できる環境を蓄電システムで実現します。

NEC

LED照明

LED一体型のスタイリシュ構造で低導入コストで低ラニングコストとLED高天井器具への交
換で工場・倉庫の消費電力の削減をご提案いたします。

NECフィールディング

IT事業継続を支える地震・停電対策
（UPSＳ、発電機、TDR免震）

地球温暖化対策や経費削減など、21世紀に企業が取り組まなければならない課題は山積みで
す。弊社が推奨するバッテリー再生サービスは、Reuse（リユース）を前提にしたサービスであ
り、資源の有効活用・効率化を推進します。

地震の振動からラックなどの筐体＋内部機器を守るTCR免震装置と、業界唯一のカーボンオ
フセット付きUPS、運用・設置環境を考慮した最適な可搬型/設置型発電機をご紹介します。

NEC

農業ICTソリューション

ハウス内のセンサー情報や営農記録などをスマートフォン等を活用して「見える化」し、安定
した農業経営をICTでサポートします。

NEC

フィンガージェスチャー（組込み）

非接触で直感的な指先のシンプルジェスチャー入力によってユーザインターフェースを革
新！キーボードやマウスなど直接手を触れることが難しい衛生面が重視される場面などで
有効な技術です。

㈱BCC

ベッドサイドSTB（セットトップボックス）

病室のテレビを活用し、従来のテレビ視聴だけでなく、患者サービスの向上を実現する様々
なアメニティサービスをご提供いたします。院内情報の提供やＶＯＤのほか、医療システム
との連携も可能なソリューションです。

出展社名

展示システム

概

要

NEC

医療ディスプレイ

医用画像表示用・参照用ディスプレイ MultiSyncシリーズ
・診断支援から電子カルテまで医療現場の期待に応える高精細で高品質なディスプレイ

NECソフトウェア九州

NECソフトウェア九州が提供する
クラウドサービスe-NAVIGATORのご紹介

ビッグデータやクラウドの活用など、NECソフトウェア九州は新しいIT領域にチャレンジす
るお客様に最適なサービスを提供します。本セミナーではソーシャルデータレポートサービ
スなど、クラウドサービス「e-NAVIGATOR」について、わかりやすくご紹介します。

NEC

ERP連携ワークフロー「EXPLANNER/FL」

ワークフローパッケージを利用した内部統制や業務効率、スピード経営に取り組まれるお客
様が増えています。ERPパッケージやグループウェアと連携した事例や日本企業ならではの
最新機能をご紹介します。

NEC

IAPRO

作業現場の安全管理を24時間365日サポートする高度映像監視ソリューションです。画像
解析・動体認識技術により人物の動きを捕捉し、画面上に警戒エリアを設定することで作業
者の危険を自動で検知します。人間の注意力に依存しない事件・事故等の発見力の安定化を
実現します。

NEC

VOICE DO（耐騒音音声認識装置）

耐騒音性能に優れたVoiceDo音声認識装置。声で入力！声で確認！声で操作！ヘルメット取
付モデルやケーブルレスモデルの採用で、ハンドフリーでの音声入力を可能にし、安全性と
業務効率の向上を実現します。

NECエンジニアリング

NECソフトウェア九州

㈱アクシス

RFID技術とタブレット端末でを利用した巡視保守点検ソリューションです。
「 紙」ベースで
の保守点検業務の効率化・作業品質の向上を提供します。みなし点検・点検漏れの防止、電子
化したマニュアル・写真データの活用で現場力向上を支援します。蓄積した点検データは二
次活用し技術伝承やリスク対策の強化に利用可能です。

巡視保守点検ソリューション
「SmartMaintenance」

スマートデバイスを活用したレストラン・
物販POSシステム

スマートデバイスをオーダーエントリ端末としたレストラン・物販向けPOSシステムです。
スマートデバイスやプリンタをＬＡＮ上に自由に構成することができ、新しく斬新な発想に
基づいた拡張性に優れたPOSシステムです。短期間・低コストで導入が可能です。
基幹業務を全体最適化する思想で作られたオープンソースベースのERPパッケージです。
オープンソースでありながら保守サポートを提供しています。グローバル基準とローカルを
融合したシステムで、テンプレートによる短期導入も可能です。カスタマイズはパラメータ
の設定を変更するだけで、素早く柔軟に対応出来ます。利用環境はオンプレミス・クラウドの
どちらも選択出来ます。

オープンソースERP
「コンピエール日本企業版」

『RemoteHMIソフトウェア』はGP4000シリーズの画面をそのまま持ち歩くをコンセプトに
したソリューション。CitectSCADAは製造現場の高速なリアルタイム監視を実現したソフ
トウェアコアです。この２つのソフトウェアをご紹介いたします。

㈱アクシス

製造現場の監視に利用する２つの
ソリューションのご提案

㈱BCC

企業情報ポータル「BEAM」
クラウド・グローバル対応版

企業情報ポータルBEAMはグループウェアを基盤にワークフロー、SFA、更に社内情報シス
テムへのシングルサインオンを実現します。今回グローバル対応版を展示いたします。日本
語、中国語、英語（予定）に対応し、また時差、通貨、国別祝祭日にも対応しています。企業内（本
社・海外拠点間）、関連会社間、組合、協議会等の情報共有にご活用ください。

日本事務器㈱

クラウドで仕事のやり方が変わる!!
NJCクラウドソリューション
〜Google AppsとSalesforce活用事例ご紹介〜

あらゆる業種での活用シーンをGoogle AppsとSalesforceなど、セミナーでご紹介した製品
サービスを中心に、弊社が提供するクラウド＆スマートデバイスソリューションをわかりや
すくご紹介いたします。

日本事務器㈱

豊富な導入実績（出荷本数1,100本以上）を誇り、加工・組立・プロセス生産等幅広い業種・業
態に対応できる中堅・中小製造企業向けの統合型生産情報管理システムです。生産計画の立
案、受注、出荷、資材所要量計画（MRPor製番手配入力）、発注、受入、在庫、負荷、進捗から原価
に至るものづくり情報を管理します。また生産管理システムでありながら、請求・売掛管理や
支払・買掛管理、販売分析などの製造業向け販売管理機能も標準装備したシステムとなって
います。

生産管理パッケージシステム
「Factory-ONE電脳工場MF」

申込（Webにてご希望のセミナーにお申し込みください。）
URL

http://www.nec.co.jp/event/detail/ kitakyushu/

申込締切日：平成25年12月6日（金） ※誠に勝手ながら定員になり次第、申し込みを締め切らせていただきます。
◎個人情報の取り扱いについて

販売店／営業担当者名

1.ご記入いただいた個人情報は、本会合に関するお客様へのご連
絡など、本会合の開催・運営を目的として利用いたします。
2.円滑な会合運営を図るため、当該個人情報（貴社名、所属、役職、
氏名）を販売店会および講師に開示します。
3.当該個人情報は、日本電気株式会社(以下、
「当社」）関係部門と上
記2の関係者のみが取扱い、その他の第三者には一切提供いたし
ません。
4.お客様ご自身の個人情報に関する照会や、訂正、追加または削除
については、お客様ご本人から別途ご連絡いただくことにより、合
理的な期間および範囲で対応させていただきます。下記事務局、も
しくは当社営業担当までご連絡ください。

※本お申し込み情報を上記販売店・営業担当者に開示することに同意します。
同意の場合は□欄にレ点をお願いします。
□

■本件担当

NECソリューションフェア in 北九州2013 事務局 NEC北九州支店 岡田
北九州市小倉北区堺町1-3-15日本生命小倉堺町ビル

TEL093-541-2887

