新潟
長岡
主催：新潟ＩＴソリューションパートナー会
（株）エヌ・シー・エス （株）エィ・ティー・システム CEC新潟情報サービス（株）（株）丸新システムズ 富士ゼロックス新潟
（株）

拝啓
初秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
昨年5月、地域に密着してITの活用を通じて、皆様のビジネスの成功と真の企業競争力強化を支援すること、また様々なご要望に高い次元でお応え
することを目的に「新潟ITソリューションパートナー会」を発足させました。
昨秋開催の第1回ソリューションフェアでは824名の皆様にご来場頂きありがとうございました。
第2回となる本年のフェア開催にあたりましては、より皆様の関心事・業務改善に役立つソリューションをお届けしたいとの思いから5月に皆様に
アンケートを実施させていただき、336名の方からご回答をいただきました。ご協力ありがとうございました。
アンケートの結果から、各項目において高い関心を示されたものにお応えすることが出来るソリューションを厳選し、皆様のご来場をお待ち申し
上げます。ご多忙とは存じますがご来場いただけますよう宜しくお願いいたします。
敬 具

長岡

新潟

↑富山

↑柏崎

新潟駅

長岡I.C

県庁●
女池 I.C

桜木 I.C

長岡JCT

北陸自動車道

村上→

←東京
黒埼

I.C

弁天線

鳥屋野潟

信濃川

I.C

国道８号線

新潟西

紫竹山 I.C

●県立自然科学館

鳥屋野潟 産業振興
●公園
●センター

８

東北電力
ビッグスワン●
●天寿園

ハイブ長岡

新潟テルサ
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東京学館
●高等学校

新潟
中央

I.C

姥ヶ山 I.C

大手大橋

日本海東北自動車道
安田↓

福島↓

長岡↓

●ふるさと村

８

●長岡造形大学

リバーサイド千秋●
県立近代美術館●

長岡大橋

新潟亀田 I.C

長岡駅
←東京

新潟→

17
川崎I.C
↓栃尾

基調講演

基調講演

新潟テルサ

10：00 〜11：30

３F研修室1 10：00 〜11：30

〜事業の成熟期に
おける営業のあり方〜

『営業が変わった』

講師：富士ゼロックス総合研究所
コンサルティング統括部 エクゼクティブコンサルタント

渡辺 茂一郎氏
セミナー内容
戦後日本経済の歴史認識と営業の変遷を照らし合わせて今の営業部門
の問題を浮き彫りにし、これからの営業部門のあり方を示唆。

13：00 〜14：30

ハイブ長岡

２F会議室D・E

『強い組織づくりと人材育成』
講師：株式会社ベンチャー・リンク
事業開発本部 事業開発グループ

中谷 淳一氏
セミナー内容
・世界的ベンチマーク企業「サウスウエスト航空」事例紹介
・事例に学ぶ「強い現場力」とは？〜逆ピラミッドの発想〜
・組織作りと人材育成のポイント

『強い組織づくりと人材育成』
講師：株式会社ベンチャー・リンク
事業開発本部 事業開発グループ

中谷 淳一氏
セミナー内容
・世界的ベンチマーク企業「サウスウエスト航空」事例紹介
・事例に学ぶ「強い現場力」とは？〜逆ピラミッドの発想〜
・組織作りと人材育成のポイント

ITソリューションフェアin新潟2006の様子

NO, ソリューション名
セキュリティソリューション

1

パソコン警備隊
（セキュリティ、監視、資産管理）

新潟

出展ブース一覧

長岡

お客様の抱える問題・課題を解決する『Solution』-5つの場面でご紹介します。

グループ
ウェア
文書管理・内部統制ソリューション
その他

概要説明・一言アピールポイント

パソコン警備隊

個人情報保護法対策や個人情報・機密情報の漏洩対策、パソコンの普及がもたらした新たな問題を解決しま
す。資産管理から印刷・操作情報管理、不正接続検知、ファイル暗号化、持ち出し禁止、ファイル一斉配信な
ど、セキュリティ対策に必要な機能が1システムでカバーできるオールインワンソフトです。
コストパフォーマンスに優れたトータルセキュリティツール。クライアント対策から導入して拡大展開で
きることが大きな特長です。ICカード認証、暗号化、ログ収集、記憶装置制御機能の紹介。
"Share Terminal（シェアターミナル）は、１台のホストPCを複数のユーザーがアクセスできるネットワーク
端末。CPU、ハードディスク等を持たないターミナルデバイスで構成されており、アプリケーションやデー
タをホストPCで一元管理。
MLS-Muは1サーバー集中管理なので、中継用サーバー等の必要がありません。既存環境との親和性も高く、
導入に必要なコストを抑えることができます。
また、簡単運用が可能な為、専従要員の確保の為の費用が必要ありません。
作成、伝達、保管、廃棄といったオフィスドキュメントのライフサイクルそれぞれの場面ごとに情報漏洩や
改ざんなどの危険性があります。その場面ごと最適なソリューションをご紹介。
スケジュール、行動予定、伝言メモ、回覧、施設予約、ToDo、キャビネット、掲示板等グループウェアの標準機
能を網羅。ASPサービスも用意。
スケジュール・施設予約・掲示板・ワークフロー・ＴｏＤｏ等を持った簡単操作グループウェア。特にワーク
フローは決済ルート変更・事後閲覧者指定等迅速決済をお手伝い。
豊富な機能を備えたWEB版販売管理パッケージソフトでお客様のご要望にあわせたカスタマイズも可能。
PC単独、、LAN/WAN等運用方法も選択でき柔軟な対応ができます。オプション機能として、PDA・携帯電話
連携により発注・在庫・得意先単価照会なども可能です。また、OSのバージョンアップに関連せず、ソフト資
産の継承が可能なソフトです。
OBC商蔵奉行のカスタマイズ（ERP）システム。今回は食品製造業向けバージョンを紹介します。必要材料計
算、製造指示、便別ピッキング、統一伝票発行等の現場に即した機能が満載！
小規模向けの販売管理システムです。ご要望にあわせたカスタマイズが容易なのが特徴です。尚、Microsoft
より認定されたゴールドパートナー製品で安心してお使いいただけます。もちろんVISTA対応済み
異なる業務形態へ柔軟に対応。過去履歴や見積・受注情報などの参照機能の充実により入力作業の簡素化が
可能です。全ての帳票がExcelと連携するなどデータ加工が自在。帳票作成ツールとの連携によりデータ抽
出から帳票出力までをプログラミングレスで行えます。
食品製造販売業の基幹業務をフルカバーした販売累計180本のパッケージです。受注・発注・売上・仕入･製造
･倉庫間移動のすべてのデータが連動していますので、活きた在庫情報を提供。原価管理・レシピ管理・賞味
期限管理・ロット別商品管理・トレーサビリティー・委託販売機能等の食品製造業向け機能満載。賞味期限管
理機能強化。
見積書はEXCELで作成管理しているが、目的の見積を探すの大変。又受注時に基幹システムに再入力。
「 e-見
積連」なら見積の主要項目を一覧表形式で管理できます。又、受注時は基幹システムにCSV渡しで、連携。
OBC奉行版はさらに機能豊富。
成型加工、組立加工に対応した生産管理コアパッケージ。負荷平準化機能、負荷シュミレーション機能で実
行可能な計画作成を強力にサポートします。品目マスタ保守画面で部品表、ライン、工程などが確認できま
すのでマスタ登録における作業性がアップ。
顧客管理の管理項目は豊富で自由に変更でき、画面・帳票も自由設計が可能です。また業務業種別のライブ
ラリを利用すれば短期間の導入が可能です。更に電話との連携（CTI）で、登録された顧客情報や購入履歴を
画面に表示、確認しながら対応できますのでお客様とのスムーズなコミュニケーションが図れます。
固定資産、リース資産をスピーディーに管理。
19年度税制改正対応は勿論、減損会計、申告書、種類別明細書、別表にも対応。
車載プリンタ、ハンディターミナル、PDAなど、現場端末を紹介。
データ発生現場でのタイムリーな処理が実現！
給与明細書、賃金台帳、源泉徴収票を電子化（PDF）で社員に提供。即時配賦が可能になり、経費削減にも大き
く影響！（用紙代、労務費、運搬費の経費削減）
企業に山済みするドキュメントは、ビジネスを動かす情報やデータ、ノウハウなどの知識（ナレッジ）の宝庫
です。ドキュメントの電子化/共有管理/検索活用を簡単・低価格に実現し、ナレッジの効果的な運用で企業競
争力アップに貢献します。ISOの文書管理や内部統制を支援します。CADビューアーオプションでCAD図面
もソフトがなくとも参照できます。
入手した情報をファイルサーバーに登録するだけで安心していませんか？目的を同じくするユーザー／グ
ループがWeb上で情報を共有し、スムースに意見が交換できれば、情報は新たな輝きを放ち始めるはずで
す。そのような、有意義なコミュニケーションを可能にするArcWizShare。ドキュメントの共有促進をする
ことで、個人の持つ情報が部門の資産となり、さらには企業の資産としての蓄積・活用を支援します。
設計・技術部門では、図面、技術資料など多くのドキュメントが発生し、関連したドキュメントが多いのに、
バラバラに保管されているため、なかなか見つからない、担当者でないとわからないなどの問題がありま
す。これらの関連書類を一元管理・共有化し、
「 検索作業」
「 コピー作業」等の付帯業務作業時間を大幅に削減
するソリューションです。
内部統制プロジェクトでは、文書化と評価テストに多大な工数がかかります。Apeos PEMasterでは、この文
書化の機能を提供。さらに、今後も評価・テスト支援機能などの提供が予定されており、作業工数の負荷の軽
減および内部統制の仕組みの定着化を図るだけでなく、業務標準化の推進も強力に支援します。
高画質パブリックディスプレイへのニーズに対応するため開発した商品で、フルスペックハイビジョン画
質の電子掲示板です。コンテンツ制作を簡素化するための機能（スキャナからの登録・携帯メールで送信等）
も充実させております。
PCにWebカメラとヘッドセットを接続するだけ。それがインターネットに繋がっていれば、即、ミーティン
グ開始です。定例会議はもちろん、緊急を要する対策会議や設計などの複雑な共同作業もMeetingPlazaはコ
ミュニケーション＆コラボレーションを強力にバックアップします。
ユニファイドコミュニケーションは、多様化・複雑化したコミュニケーション手段が整理され、効率的なコ
ミュニケーション環境を構築します。IPテレフォニーとIPコミュニケーションの各製品を接続するだけでな
く、構造とインテリジェンスを提供することで、企業におけるコミュニケーションとビジネスの密接な統合
を実現します。
受信したFAX文書を自動的にサーバーに格納。紙に排出することなく、担当者にスピーディ、かつ、確実に届
けることができます。タイムリーな情報共有が可能となり、最新情報の共有・活用が促進されます。
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セキュリティ（情報漏洩）システム

FSS

3

シンクライアントシステム

ShareTerminal

4

オールインワン
セキュリティシステム

MachLockSTATION-Mu

5

ドキュメントセキュリティ

6

グループウェア

IC Card Gate/beat/
FAX誤送信抑止
NetOﬃce[C]

7

グループウェア

e-Bi

8

販売管理(Web版)

WebPower販売NAVI

9

業務管理ソリューション

正式名称(ソフト名)

販売管理システム
（OBC商奉行ERP）
10 販売管理システム

OBC商奉行食品製造業
バージョン
ＡＴＳ販売管理Ⅳ

11

販売管理システム

MASTER PiECE

12

食品製造販売業向けシステム

越乃豪商

13

EXCEL見積管理

e-見積連携

14

生産管理システム

Web-Riz

15

顧客管理

DreamTrain + CTI

16

固定資産管理システム

償却奉行21VerⅣ

17

現場端末システム

現場端末システム

18

給与ペーパーレスシステム

給与奉行明細書電子化システム

19

文書管理

VisualFinder

20

文書管理ソリューション

DocuWorks＆ArcWizShare

21

簡易技術文書・図面台帳管理
システム

DocuWorks&ExcellentDB
for DocuWorks＆WiseImage

22

内部統制プロジェクト支援

Apeos PEMaster

23

電子掲示板システム

24

Web会議ソリューション

フルハイビジョン対応電子
掲示板システム
『NIXUS VISION HD』
meeting plaza

25

ユニファイドコミュニケーション

ユニファイド
コミュニケーション

26

コスト削減ソリューション

ApeosPortペーパーレスFAX

■お問い合わせ

富士ゼロックス新潟株式会社
ビジネスパートナー営業部
〒950-0087 新潟市中央区東大通1丁目2番23号北陸ビル2Ｆ
TEL 025-246-1313 FAX 025-246-1319

担当：桑野・川上

