NECソリューションフェア
in 北九州 2014
〜 人と地 球 に や さしい 情 報 社 会 へ 〜
平成
26年

日時

場所

10月23日 10:00
木

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2014」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「安心・安全な社会」
「 環境・
エネルギー配慮社会」
「 ICTによる新たなサービス」をテーマにクラウドサービスを中
心にさまざまなソリューションを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。

◎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

NEC北九州支店
栄泉会（NEC北九州地区販売店会）

■

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://jpn.nec.com/event/ kitakyushu/index.html
■

お問い合わせ

「NECソリューションフェアin 北九州2014」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

ダイワボウ
情報システム㈱

現在のセキュリティ市場
の状況とその対策

現在のセキュリティ市場の状況とトレンドマイクロの出来ることを
ご提案致します。

トレンドマイクロ株式会社

1-B

NEC

法人向け蓄電システムの
普及に向けて

法人向けにご提供する蓄電システムのご説明とその役割、導入事例に
ついてご紹介します。

NEC
エネルギーインテグレーション事業部
原田 李和

1-C

NEC

Windows2003搭載サーバ
置き換えのススメ
〜お気づきですか？古い
サーバは危険です！〜

2015年7月にWindows2003Serverのサポート期限が迫っております。
その対策をサーバの機能毎に具体的にご紹介します。

NEC
プラットフォームビジネス本部
渡辺 直也

▼ 2 :開催時間 13:00-14:00

2-A

ダイワボウ
情報システム㈱

2年半で1500社以上の導
入実績「kintone」

kintone(キントーン)は、チームで共有する日報、案件管理がすぐに、
だれでも、簡単に、安価にご利用いただけます。

サイボウズ株式会社
石井 優

2-B

NEC
ネッツエスアイ

NECネッツエスアイが取
組むオフィス改革
「EmpoweredOffice」
〜自社オフィス改革の実
践から〜

当社はワークスタイル改革「EmpoweredOffice」を実践しており、そ
の取り組みは８年目に入り全国展開も進み、九州支店も昨年11月に
リニューアルしました。実践している改革の取り組みについてご紹
介します。

NECネッツエスアイ株式会社
西日本支社九州支店
安藤 勝則

2-C

NEC

タブレットのビジネス活
用と事例紹介

タブレット（スマートデバイス）市場動向・利用シーンを事例を交え
てご紹介いたします。また、NECのタブレットのラインナップやソ
リューションをご紹介します。

NEC
スマートデバイス事業部
野村 浩司

▼ 3 :開催時間 14:30-15:30

3-A

㈱アクシス

3-B

㈱BCC

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

「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
トで導入可能な中小企業経営管理システムの決定版です。現在、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、導入事例をご紹
介いたします。

株式会社アクシス
桂木 達美

【製造業必見】北九州の現
場改善に効く!業務現場の
要望を取り入れて進化し
続ける見える化ツール
「Dr.Sum EA」
「MotionBoard」

「Dr.Sum EA」および「MotionBoard」は「ニッポン」企業の「見える化」
活動を支え続け、業務現場がプログラミングレスで自ら導入・運用で
きるために改良を重ねた「絶対現場主義」ツールです。本セミナーで
は製造業様を対象に、工場など"現場"で使える活用方法を、事例を交
えてご紹介いたします。

ウィングアーク１st株式会社
営業本部 九州営業所
池田 徳行

最近の事件から考える
情報漏えい対策の再点検

最近の情報漏えいに関する事件・事故を踏まえ、自社で点検すべきポ
イントと具体的対策をご紹介します。

NEC
システムソフトウェア事業部
中田 浩章

▼ 4 :開催時間 16:00-17:00
日本事務器㈱

販売管理を中心とした最新
ソリューション活用による
課題解決事例のご紹介

新たなＥＤＩ標準の流通ＢＭＳ、受注管理、販売管理、入出荷検品、通
販、営業支援等、各社が抱える様々な課題に対する情報活用による解
決事例と、その為のＩＴ手法をご紹介するセミナーを開催致します。

日本事務器株式会社
営業本部 営業統括部
都間 雅彦

4-B

NEC

貴社ファイルサーバは無法
地帯になっていませんか？

情報の爆発的増加によりファイルサーバの課題は散在しています。
お客様が抱える３大課題「容量肥大化、情報漏えい、バックアップ長
時間化」に対し有効な「整理、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ご紹介します。

NEC
プラットフォームビジネス本部
鴻池 郁人

4-C

NEC

マイナンバーでやるべき
ITとネットワークの対策

2016年1月から始まるマイナンバー制度に向けた庁内のネット
ワークとセキュリティの見直しのポイントをご紹介します。

NEC
公共ソリューション事業部
山川 雅生

4-A

※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。

■展示
出展社名

展示システム

概

要

北九州市内の公共施設のイベントにて使用した模型をベースに、
プロジェクションマッピングをご紹
介します。

NEC

プロジェクションマッピング

NEC

VisualICT機器

NEC

医 用ディスプレイ
（ 2 1インチ 、2 4インチ ）

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液晶ディスプレイをご紹介
します。

NEC

ＮＥＣのスマートデバイス

NECSolutionTabletsのご紹介。
Ｌａｖ
ｉ
ｅＴＡＢ、
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅＴｏｕｃｈをご紹介します。

NEC

端末からクラウドまでＮＥＣの学校教育ソ
リューション

今、学校は大きな変化を求められています。2010年代中の1人1台情報端末整備による新たな教育の
実現、校務の更なる情報化・効率化、東日本大震災後の地域の防災拠点としての機能強化などです。¦
これらを端末からクラウドまで、
トータルに実現するNECの学校教育ソリューションをご紹介します。

MXモバイリング

スマートフォン、
タブレットデバイスの活用
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をご紹介します。

ＮＥＣネッツエスアイ

ペーパーレス会議「Ｓｍｏｏ
ｔ
ｈＭｅｅ
ｔ
ｉ
ｎｇ２０１４」
の
ご紹介

オフィスの様々なムダをOFFし、
ワークスタイル改革をプラスするオフィス改革コンセプト
「Ｅｍｐｏｗｅ
ｒ
ｅｄＯ
ｆ
ｆ
ｉ
ｃｅ」
に基づいたペーパーレス会議システムをご紹介します。

NEC

社会インフラ市場のプラットフォームを担う高
信頼性端末

FCシリーズの新製品である、
デスクトップ型S35W、
エントリモデルP32W、堅牢タブレットH11Aをご紹
介します。

NEC

お客様の業務を止めない高信頼・高可用性プ
ラットフォーム

お客様の業務を止めないNECの提供する高信頼・高可用性プラットフォーム製品群を出展します。PC
サーバ、
メインフレーム、高可用ソフトウェアの最新製品群の展示と、
ハードウェア、
ソフトウェア両面で高
い可用性を持つ、仮想化に最適な高可用性プラットフォームを実際のデモを交えてご紹介いたします。

NEC

ファイルサーバは無法地帯になっていませんか？

情報の爆発的増加によりファイルサーバの課題は散在しています。
お客様が抱える課題「容量肥大
化、情報漏えい」に対し有効な
「不要ファイル整理、
セキュリティ対策」
を実現するファイルサーバソ
リューションをご紹介します。

ＮＥＣ
ソリューションイノベータ

組織におけるメンタルヘルスの予防と対策

厚生労働省による
「職業性ストレス簡易調査票」
をベースとしたストレス調査システムをご紹介します。

佐鳥電機㈱

医療系サイネージ 「Medinage」

医療機関向けデジタルサイネージ。
面倒なコンテンツ作成もMedinage配信センターが対応。
手間をかけることなく、
コンテンツを自動更新可能。

㈱アクシス

医療機関向け看護必要度評価コンテンツの
ご提案

看護必要度を正確にアセスメントできる看護師の養成を目的としたeラーニングコンテンツです。

㈱アクシス

・介護トータルシステム
「寿」
・リハビリ支援システム
「リハスタ」

介護の煩雑なあらゆる業務を低減する介護トータルシステム
「寿」
と病院のリハビリ科における事務作
業を軽減し、算定漏れを防ぐリハビリ支援システム
「リハスタ」
をご紹介します。

㈱BCC

新・進 化 す る 電 子 カ ル テ シ ス テ ム
MegaOak-MI･RA･Is/PX

診療・安心・安全・経営・連携をテーマに、患者さま、医療従事者の方々の視点に立ちさまざまな医療
シーンに合わせた最新の診療支援機能を搭載のもと、
ボーダレスな医療連携を実現する電子カルテシ
ステムです。
ますます多様化する医療サービスに対応し、進化し続ける電子カルテシステムです。

小型プロジェクタと電子黒板：BrainBord46型を展示します。電子黒板については、内蔵コントロー
ラ等に新しいペンツール「PenPlus」
を採用しwindows8.1上で快適な動作を実現しております

㈱西通

医療現場の未来を提案。
ナースコールとスマー
トフォンの次世代連携システム

ナースコールとスマートフォンそして電子カルテ／オーダーリングとの連携を可能とした、次世代の医療
向け通信システムです。

㈱西通

医療現場の映像記録ソリューションのご紹介

手術状況の映像記録をデジタル化。
また、館内のセキュリティ向上を目的とした、映像記録システム。高
画質で鮮明な映像をご提案します。

日本事務器㈱

健診システム

●使いやすさ、見やすさを追求した、洗練された健診システムです。
●表示機能（表示項目のソート、項目の選択）
や検索機能（検索テンプレートの個別登録）
の
操作性を向上しています。
●多数の帳票関係をユーザーサイドで作成することが可能なため、導入期間短縮、
コストの低減が可能です。

日本事務器㈱

CORE Plus NEO 販売管理/入出荷検品

見積・受注・出荷・売上・売掛管理から発注・仕入・買掛管理、在庫管理まで、取引先ごとに異なる商
流、物流に応じた業務の効率化や可視化はもちろんのこと、販売・購買・在庫・売掛・買掛情報の分
析・活用による業務「KAIZEN」
をご支援する
「ＣＯＲＥＰ
ｌ
ｕｓＮＥＯ販売管理システム」
「ＣＯＲＥＰ
ｌ
ｕｓＮＥ
Ｏ入出荷検品システム」
をご紹介します。

㈱アクシス

オープンソースERP「コンピエール日本企業版」

基幹業務を全体最適化、変化に素早く柔軟に対応する思想で作られたオープンソースＥＲＰパッケージ
です。

㈱アクシス

製造現場の監視に利用するソリューション
のご提案

Ｃｉ
ｔ
ｅｃ
ｔＳＣＡＤＡ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。

㈱BCC

進化し続ける見える化ツール
「Dr.Sum EA」
「MotionBoard」

製造業や流通業など各業種別の「見える化」
デモをご準備しております。
データ活用にご興味ある方
はお気軽にお立ち寄りください。

出展社名

展示システム

概
TrueR」

要

今までの一般的な漏電検出方式では、漏電ではないノイズも検出してしまいます。
TrueR方式の検出だと、通電状態で漏電のみを検出できます。

佐鳥電機㈱

漏電のみを検出！
「新漏電検知方式

佐鳥電機㈱

屋内位置計測システム「IMES」

JAXA(宇宙航空研究開発機構）
が中心となって考案した
「屋内測位技術」
です。屋外ではGPSを使い、
屋内に入るとIMESでシームレスな位置計測が可能なシステムです。

ダイワボウ
情報システム㈱

免震装置の紹介（ＴＨＫ社製）

地震による災害対策が急がれる昨今、
サーバーや精密機器等資産を地震から守る為に免震テーブル
等のご提案を致します。

NEC
フィールディング

UPS、監視カメラ
現場力を高める無線LAN第三の選択肢
「Hive AP」

㈱西通

「防犯・監視」
を多方面で講じるセキュリティ対策のご紹介。
カーボンオフセット付きUPSをご紹介致します。
障害に強く、多数の無線システムを管理でき、
それでいてロープライス。
高機能＝高価格、低機能＝低価格という常識を覆す、無線LAN第三の選択肢をご提案します。

NEC

小型蓄電システム

NECの蓄電システムは、万一の停電が生じた場合にも、重要業務を継続できるビジネス環境を提供しま
す。
また、電力会社の電力網や太陽光発電と連携しながら、ICTを活用した新しい電力との暮らし、
ビジネ
スを実現します。安心安全な蓄電システムの密閉構造をお見せします。

NEC

九州データセンターのご紹介

九州データセンターのファシリティや運営内容等について動画で紹介します。

NEC

SDN活用によるネットワーク仮想化
ソリューション

OpenFlow技術を利用したネットワーク仮想化の実用が進み、様々なお客様の実環境でＳＤＮが新たな
価値を創造しています。SDNを活用し通信トラフィックを集中管理する事で実現するネットワーク仮想化
／統合化／可視化についてご紹介します。

NEC

次世代の農業をICTで支援！〜We Love Agri!〜

生産〜消費に至る様々なデータを価値ある情報として利活用するクラウドサービスご紹介します。

NEC

九州発 ビックデータを活用した観光
クラウドサービスで地域の魅力を再発見！

SＮＳなどのビッグデータと観光アプリを融合した着地型観光クラウドサービスです。地域と個人の趣味
嗜好をマッチングし、SNSとの融合で情報の鮮度をあげ観光客の満足度の向上を図り、地域観光の活
性化を目指します。

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://jpn.nec.com/event/ kitakyushu/index.html

申込締切日：平成26年10月17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2014 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

