
１⼈１台・１アカウントを使った「⽇々の学びと運⽤・管理」を⽀援し、オンライ
ンで学習した履歴をもとに最適な学びの環境の実現をサポート致します。オン
ラインで利⽤可能な学習アプリを登録したり、⽂部科学省CBTシステム
MEXCBTを利⽤可能です。

簡単・スムーズに、コンテンツと業務をデジタル化。生産性を向上する新しい
働き方を実現するサービス『DocuWare』を、電子帳簿保存法対応のクラウ
ド⽂書管理システム（JIIMA認証取得）としてご紹介いたします。

医療機関・介護施設向け
『勤怠管理システム、看護スケジュール』

簡単な操作により、勤務⽇数や準夜、深夜、宿直などの勤務回数や遅
刻、早退、残業時間等の⾃動集計が⾏え、業務効率化が可能なシステム
です。
また、給与システムへのデータ連携も可能です。

SBM 総合ソリューションフェア 2022 展示ソリューション 全２1ブース︕
自治体ソリューション

SmartRobotは⼈工知能型（AI搭載型）のチャットボットとなり、AI により
⼈間の質問⽂を解釈し、⾼い精度で適切な回答を返すことができます。ロ
ボットの⾃動応答によって業務負担を軽減します。

AIチャットボットサービス『SmartRobot』
『めぐるデジタルスタンプラリー』 (株)電算

「この製品は本当に儲かっているのか︖」「新製品にいくらの値付けをすればい
いのか︖」つかめていますか︖生産・原価管理を⼀元管理し、製造業・加工
業様の業務に特化した統合型パッケージの最新機能をご紹介します。

スーパーカクテルCore FOODｓ 生産・原価

⺠間企業ソリューション

(株)内⽥洋⾏

ユーザックシステムはミスが許されない基幹業務の確実な⾃動化を実現し、
現在のRPAツールへと発展させてきました。これまでに1,200社、3,800本を
超える導入実績と経験を重ね、安定性と使いやすさの向上を追求し続けて
います。

基幹業務を任せられるRPA「Autoジョブ名人」
メール専用RPA「Autoメール名人」

ユーザックシステム(株)

スーパーカクテルCoreは、スーパーカクテルシリーズの最新バージョン︕使いや
すさや豊富な機能はそのままに経営情報の“コア”として、様々なサービスや取
引先とつながり、ひろがって、企業とともに成⻑する基幹業務システム。

スーパーカクテルCore 販売

ＡＩ機能で業務の⾼度化・改⾰を⽀援 中堅・中小企業向けＥＲＰ
『MJSLINK DX 財務大将』

(株)ミロク情報サービス

会計業務の効率化に、柔軟性と迅速性を発揮。システムのコアとして、⾼
度な経営判断を⽀援いたします。経営基盤の全社的な経営情報の集積
基地として、経営戦略に⽋かすことができない「財務⼤将」。 ＡＩ仕訳、Ａ
Ｉ監査などさらなる機能充実を図り、業務効率化を実現します。

学校向け学習eポータル 『L-Gate』学校における教育コンテンツ配信サービス 『Edumall』

文教ソリューション

デジタル教科書（指導者⽤・学習者⽤）やドリル、動画、プリント教材など、
多くのコンテンツメーカーが提供する豊富な教育コンテンツを年間契約で利⽤
できる配信サービスです。学習eポータルL-Gateとの連携により、GIGA環境
でも⼀層使いやすくなりました。

(株)内⽥洋⾏ (株)内⽥洋⾏

Lenovo 最新PC 【デスクトップ&モバイルノート】
Edgeサーバー 【SE350】

電⼦帳簿保存法対応のクラウド文書管理システム
（DocuWare）

共通ソリューション

『OPTiMContract』は電子帳簿保存法に対応したクラウドを利⽤したAI契
約書管理サービスです。初期費・⾯倒な入⼒作業は⼀切不要です。『蓄電
池＆パワーコンディショナー』HUAWEI社製の産業・住宅⽤の太陽光発電
⽤のデジタルパワー製品です。

クラウド契約書管理ソリューション『OPTiMContract』
太陽光発電用『蓄電池＆パワーコンディショナー』 (株)イグアス

組織の重要なデータを守るため、情報セキュリティ対策の強化とIT資産の
安全な運⽤管理を⽀援するクライアント運⽤管理ソフトウェア
「SKYSEA Client View」についてご紹介いたします。

クライアント運用管理ソフトウェア『SKYSEA Client View』
リコージャパン(株)

テレワーク、リモートワーク、オフィス業務などさまざまな働き方がある中で⼀⼈
⼀⼈の働き方を⽀えるLenovoの最新PCのご案内となります。また、今や必
要不可⽋と⾔われているEdge Solutionについてご紹介致します。

レノボ・ジャパン(株)

クラウドの活⽤やデジタル化が進む中、⾼速・安定したネットワークの構築・運
⽤管理は重要です。昨今ではランサムウェアによる被害も多発しており、当社
の最新ソリューションとセキュリティ対策をご紹介いたします。

『複雑化するネットワークの管理やセキュリティ大丈夫ですか︖』
〜 最新のソリューション・セキュリティ対策のご紹介 〜

Ｓｋｙ(株)

現在のセキュリティ対策は、ゼロトラストと呼ばれる「すべてのトラフィックを信頼
せず攻撃される事を前提とした」対策が必要と⾔われています。実際の被害
事例を基に、どのような企業が狙われやすいか、対策のポイントは何かについ
てご説明いたします。

企業を強くする「セキュリティ対策」
キヤノンマーケティングジャパン(株)

アライドテレシス(株)

医療機関ソリューション

医事会計システム『Megumi』、統計分析システム『ML-DR』
精神科向け電⼦カルテシステム『Nozomi』

【医事会計システム、統計分析システム】
全国に豊富な実績を持つ医事会計システムと、簡単な操作にて各種分析

が可能な統計分析システムです。

【精神科向け電子カルテシステム】
精神保健福祉法に沿ったカルテ記載や⽂書作成など、

『簡単に・漏れ無く・正確な入⼒⽀援』を実現する精神科病院様向け電子
カルテシステムをご紹介しております。

(株)ナイス

健診業務⽀援システム『タック総合健診システム』
リハビリテーション⽀援システム
産婦人科・不妊治療施設向け『タック電⼦カルテシステム Dr.F』

【タック総合健診システム】
タック総合健診システムでは、国内最⾼クラスの実績に培われた充実した

機能をご提供いたします。「契約業務〜統計処理」まで健診実施に必要な
機能をご⽤意しており、幅広いお客様の効率的な健診業務に貢献致します。

【リハビリテーション⽀援システム】
リハビリテーションに携わる療法⼠さんの業務作業を軽減する操作性に優れ

たシステムです。療法⼠スケジュール、患者スケジュールを時間単位で視覚的
に確認でき、スケジュールの登録、調整ができます。

【タック電子カルテシステム Dr.F】
安全なお産と最先端の不妊治療をサポート。産婦⼈科に特化した使いや

すい機能が満載のシステムです。産婦⼈科クリニックから産婦⼈科病院まで、
さらに産婦⼈科以外の併設の診療科にも対応した⾼機能な電子カルテシス
テムです。

タック(株)

(株)創和ビジネス・マシンズ

統合型電⼦カルテシステム『PrimeKarte』
キヤノンＩＴＳメディカル(株)

院内業務の効率を⾼め、医療の質や患者様満⾜度を⾼める
電子カルテシステム
1．良好なレスポンス 2．使いやすさ
3．⾼機能と拡張性 4．業界標準化への対応

(株)内⽥洋⾏

文書自動配信サービス AirRepo（エアレポ）
(株)内⽥洋⾏

AirRepo（エアレポ）は請求書や納品書などのファイルをエアレポへアップ
ロードするだけで、相手先に応じてメールやFAXで⾃動送信し、送付データ
を⼀元管理するクラウドサービスです。

ペーパーレス会議システム「moreNOTE」

moreNOTEは、タブレットやPCで、資料を簡単セキュアに持ち出し活⽤でき
る、シェアNo.1のシステムです。直観的に使える操作性で、会議準備の効率
化、議論の活性化を実現。オンライン会議や役員が集まる経営会議でも快
適にご利⽤頂けます。

富士ソフト(株)

脆弱性診断サービス

Webアプリケーション脆弱性診断サービスでは、お客様のWebアプリケーショ
ンに存在する脆弱性をツールを使⽤し、検査・検出、診断致します。
診断後もセキュリティに対するベストな対処方法をご説明させて頂き、『安心』
と『信頼』を確保し、お客様のビジネスをご⽀援致します。

ファーストライディングテクノロジー(株)

院内業務効率化システム
『ARTERIA AXIAモバイルシステム』 (株) Workvision

同意書、問診票など院内⽂書を電子化かつ電子カルテと連携することで職
員の方の転記作業、スキャン作業を⼤幅に効率化することが可能。 電子
署名による患者様の負担も軽減できます。

※数に限りがございますのでお早めにご来場下さい。

開催期間中展示会場へご来場いただきアンケートにお答え頂いた
方に先着順で粗品を進呈いたします。

ペン型アルコール除菌スプレー10ml

ＡＬＷＡＹＳは、⾼齢化の加速に伴い業務量の更なる増加が⾒込まれる
中で、迅速性と確実性・審査の質向上を両⽴させるため、分かり易さに注⼒
した機能が充実。訪問調査や審査会のベーパレス化を実現し、訪問調査員
や審査員の働き方改革をサポートします。

要介護認定⽀援システム「ALWAYS-J」
東芝デジタルソリューションズ(株)

感染症防止策としてマスクの着⽤をお願いいたします。
会場への入場は検温と手の消毒へのご協⼒お願いいたします。
また、定期的に会場内換気のため窓を開放いたしますのでご了承く
ださい。



来場者の皆様へ
マスク着用のお願い

感染症防止策として
マスクの着用を
お願いしています
ご理解、ご協⼒のほどよろしくお願いいたします

セミナーのご案内（３階 小会議室） １０月１３日㊍

基調講演・セミナープログラム 全10セミナー︕ 定員になり次第締切︕お早めにお申込ください︕

Ｓｋｙ株式会社 インストラクター

セミナーのご案内（３階 中研修室・小会議室）１０月１４日㊎

インボイス関連 セミナーと基調講演をご用意しました。

基調講演のご案内
10月14日㊎13:30〜14:30 ３階中研修室（304号室・305号室:80名）

インボイス制度の対応、どうします︖
〜デジタルインボイスであなたの業務がどう変わるのか〜

消費税の適格請求書等保存方式（インボ
イス制度）への移⾏まで残り1年となりまし
た。その「対応」について、Peppolに対応
したデジタルインボイスの利活用を通じた
効率化も念頭に、皆さまと⼀緒に考えてい
きたいと思います。

Web視聴をご希望の場合は参加申込書に
メールアドレスをご記入ください。当日ま
でにそのメールアドレス宛てにご視聴URL
をお送りさせていただきます。

デジタル庁 国⺠向けサービスグループ 企画調整官
加藤 博之 氏

（プロフィール）
東京大学卒。財務省主税局において、消費税制度の制度設
計全般を担い、軽減税率・インボイス制度も担当。現在、
Japan Peppol Authorityの責任者としてデジタルイン
ボイスの普及を目指す。

セミナーのご案内
10月13日㊍10:30〜11:30 ３階小会議室（308号室:24名）

「インボイス制度を『実務とシステムの観点』から考える」
2023年10月からインボイス制度が開始されます。ただ実際の業務の中で何が変わ

るのか、何に注意しなければならないかなど、まだ不明な部分も多くあるかと思います。
本セミナーでは、「実務とシステムの観点」からインボイス制度が開始されるまでに⾏
うべき対応と、システム上どのような機能が必要になるのかをご説明いたします。

株式会社内⽥洋⾏ 片山 康⼀ 氏

『DX推進に欠かせない
インフラとセキュリティ対策』

クラウドの活用やデジタル化が進む一方、昨今ではランサムウェ
アによるサイバー被害が多発しております。信頼性の高い安全な
ネットワークのあり方について、当社の最新ソリューションとセ
キュリティ対策を交えてご紹介いたします。

アライドテレシス株式会社 東⽇本プロジェクトマネージメント部
技術⽀援グループ 次⻑ 福⽥⾹奈絵 氏

13:30〜14:30 小会議室（308号室:24名）A-３

RICOH コンテンツ活用＆業務効率化サービス
（DocuWare）による電⼦帳簿保存法令和3年度改正への対応ご紹介

猶予期間の終わりを⾒据えて電⼦帳簿保存法対応で電⼦取引デー
タの保存先システムを真剣にご検討中のお客様へ、JIIMA認証取
得のクラウド⽂書管理システムをご紹介いたします。

A-５

リコージャパン株式会社 山口義浩 氏

15:00〜16:00 小会議室（308号室:24名）

クライアントPCを起点にしたセキュリティ対策
クライアント管理の強化でサイバー攻撃対策と内部不正対策を実現する方法とは︖

猛威を振るうランサムウェア、内部からの情報漏洩など企業を
取巻くIT環境は変化しています。情報漏洩やサイバー攻撃などの
起点になりうるクライアントPCを「SKYSEA Client View」で
管理し、セキュリティ対策を⾏う方法や対策例をご紹介します。

B-３

Ｓｋｙ株式会社 インストラクター

15:00〜16:00 小会議室（307号室:24名）

須坂市様ガバメントクラウド
先⾏事業における情報共有

弊社では先⾏事業として、⻑野県須坂市様の現⾏システムをガバメ
ントクラウドに移⾏（リフト）し、その利用に向けて必要となる検
証作業を令和3〜4年度で実施しています。標準非機能要件、標準準
拠システム移⾏方法、投資対効果の検証結果をご紹介します。

A-１

株式会社電算 DX推進室⻑ 龍野基樹 氏

10:30〜11:30 小会議室（307号室:24名）

食品製造業における原価⾼騰への対応
〜ICTを活用した適正原価管理〜

昨今の急速な円安や原油高、物流費等の高騰…コスト増加要因に対応す
るためには、適正な製造原価の把握・⾒直しが急務となっています。本
講演では、食品業界での売上シェア7年連続No.1を誇る「スーパーカク
テル」により実際原価を的確に把握し、コスト適正化を実現されたお客
様の事例をご紹介いたします。

A-２

株式会社内⽥洋⾏ 小川敬史 氏

13:30〜14:30 小会議室（307号室:24名）

Ｓｋｙ株式会社 インストラクター中小企業のセキュリティリスク対策の実態

急速に進むデジタル化やDX推進に置いて、必要となる情報セ
キュリティの実態と対策をご紹介︕中⼩企業が狙われる主な攻撃
の種類を紹介。その対応策はこれだ︕

A-４

ひまわりセキュア株式会社 代表取締役 筒井浩⼆郎 氏

15:00〜16:00 小会議室（307号室:24名）

〜GIGAスクール環境の積極的な活用に向けて〜
学習eポータル「Ｌ-Gate」＋教育用コンテンツ配信サービス「EduMall」のご提案

GIGAスクール構想により、児童生徒一人一台端末、ネットワーク整備が進み、全国の⼩
中学校への導⼊が完了しその活用が進んでいます。また、公的CBTプラットフォームとし
て⽂部科学省CBTシステム（MEXCBT）の活用もスタートとするなど、学校を取巻く環境
は大きく変化しました。本セミナーでは、このような変化に対応したソリューションであ
る、学習eポータル「Ｌ-Gate」、教育用コンテンツ配信サービス「EduMall」についてご
提案いたします。

B-１

株式会社内⽥洋⾏ 部⻑ ⻘⽊栄太 氏

10:30〜11:30 小会議室（307号室:24名）

地方税共通納税の税目拡大に向けた対応について

令和元年１０⽉スタートした「地方税共通納税システム」は、令和5
年4⽉に電⼦納税の対象税目や支払手段が拡大され、納税者や地方団
体における利便性が大幅に向上する⾒込みです。制度開始に向け地
方団体に求められる準備事項等についてご紹介いたします。

B-２

株式会社ＴＫＣ 地方税共通納税税目拡⼤対応プロジェクト
プロジェクトリーダ 課⻑ 濵口真哉 氏

15:00〜16:00 中研修室（304号室:40名）

基調講演･セミナー参加者の皆様へ
座席間隔を
空けて
お待ちしております

ご理解、ご協⼒のほどよろしくお願いいたします

※当日開催部屋が変更になりましたら改めてご案内いたします


