
Next-MIC MIYAZAKI 2018

【開催日時】 【会場】
ホテル ニューウェルシティ宮崎

（高千穂ホール・霧島ホール・雲海ホール）

Web申し込みは6月から
宮崎市宮崎駅東1丁目2番地8
TEL.0985-23-3311 ※駐車場有（無料）

7/
10:00 ‒ 17:00

【主催】

宮崎支社 宮崎市広島２丁目５番１６号興亜宮崎ビル５階
TEL:0985-29-9900／FAX:0985-29-9127
miyazaki@kk-mic.jp 各営業担当まで

【お問い合わせ先】

※ご来場いただいたお客様には、抽選にて豪華景品を差し上げます。
※お車でお越しの方は、ニューウェルシティ宮崎指定の駐車場にお停めください。
駐車券をフロントにお持ちいただくと無料となります。



MIC展示コーナーのご紹介
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ソリューション本部 ソリューション本部 ソリューション本部 ソリューション本部

TOMAS会計

Ｎｅｘｔ－ＭＩＣ

ＤａｔａＣｅｎｔｅｒ

新たなビジネスモデルで支える
販売管理システム

『Navinity販売』
タブレット利用・自由帳票作成
等を利用し、御社運用に合せ
「業務効率化」を図り、更なる発
展に繋がるシステム構築が出来
ます。

病院内における患者様の外来導線
について管理・共有することを目的とし
たシステムです。患者様お一人お一
人に最適な外来導線管理を提供す
るとともに、待ち時間を減らしたスムー
ズな診療を通して、患者満足度向上
への取り組みをお手伝いします。

高齢化社会においてきめ細やかなケアを
実現するには、家族・地域などの高齢者
を取り巻く介護の担い手を『繋ぐ』ことが重
要となってきています。『寿』では、住まい・
医療・介護・予防・生活支援を一体的に
提供する地域包括ケアをサポートし、シー
ムレスな情報共有・連携を実現します。

外来患者導線システム
『Abeille』

介護トータルシステム
『寿』

自治体向け コンテンツ管理システム
CMS-8341/やさしい

for SaaS
アクセシビリティ知識のない方でもJISに
準拠したページ作成ができ、ワープロ感
覚での簡単な編集機能で更新担当者
をサポートします。また、毎年行われる
組織変更への対応や、大量ページの管
理に必要な各種機能も充実し、サイト
管理者もサポートします。

訪問指導支援システム
『e-AFFECT+』

訪問先で健康管理システムの
データを確認・分析、タブレット
を活用することで、ペーパーレス
化を実現します。

蓄積されているデータを「多様に」
「一目で」「素早く」参照することが
できるツールです。自由分析による
柔軟かつ洞察的なデータ参照を実
現します。

①ORCA見える化ツール
②『寿』見える化ツール

さまざまな病床機能、病院規
模に対応。これからの病院経
営を支える医療事務システム
です。

医療事務システム
『MegaOakIBARSⅢ/LT』

日々の業務からバックアップまで、
お客様のICTをサポートする
様々なデータセンターサービス
をご紹介します。

カスタマイズ型財務会計システム
『TOMAS会計』

多種多様なシステムと連携可
能！カスタマイズ型会計システ
ムで、市販パッケージには実現
できないご要望にお応えします。

公共施設予約システム
『e-Resev@s』

地域の文化施設やスポーツ施設な
どの予約情報を一元管理できる公
共施設予約システムです。施設管
理者の業務効率化をサポートするた
めの機能と利用者目線の使いやす
さにより、公共施設の有効活用や住
民満足度の向上を実現します。

使いやすさを追求した、
簡単操作のグループウェア

全国で1200団体以上導入！
社内の情報共有や円滑なコミュ
ニケーションを支援するグループ
ウェア「PowerOffice」をご紹
介します。

セキュリティ対策ツール
『SecureSeed Plus』
SecureSeed Plus は、IT資産
の把握からセキュリティ対策まで
一貫して行えるセキュリティ対策
ソフトです。

専門セミナー
無人航空機の実演飛行を行います。
弊社で検証段階のドローンを使った
ソリューションの展示も行います。
弊社パイロットが撮影した宮崎県内
の美しい4K動画もご覧ください。

無人航空機ドローン

ソリューション本部 公共システム本部 公共システム本部 公共システム本部

医療福祉本部 医療福祉本部 医療福祉本部

Plus

医療福祉本部

体験コーナー



協賛・協力会社出展一覧
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人手不足解消に繋がる
最新のIOTソリューション

タクシー業トータルシステム
KTS for SaaS

設備点検支援システム
「SeeSO Pit」

つながるクラウドで働き方改革
PCAクラウド×クロノス×楽楽精算

“人”に関わる業務をお助け！
奉行シリーズコーナー

通販だけじゃない売上顧客
管理システム「通販Best」

㈱サトー 協栄産業㈱ 協栄産業㈱

ピー・シー・エー㈱ ㈱オービックビジネス
コンサルタント

㈱アール・シー・エス

産業用ロボット、RFID位置測
位、AGVを用いた省力化システ
ムをご紹介します。
また、食品HACCP構築のお役
立ちツールを紹介します。

トータルコストを抑え高度なセ
キュリティとパフォーマンスを実
現した、次世代のタクシー業
システムです。

スマートデバイスを活用した点
検支援システムです。点検の
IoT化による、工数削減や品
質向上に寄与します。

導入実績10,000法人突破！
基幹業務ソフトの決定版『PCA
クラウド』と、勤怠管理システム
『クロノス』、経費精算システム
『楽楽精算』が皆様の働き方改
革をお手伝いいたします。

採用から人材情報の見える化、
育成にいたるまでを
一気通貫でシステム化する手法
をご紹介します。

ネット通販だけじゃなく、中元・
歳暮等を発送している事業
者様にも最適な管理ｿﾌﾄです。
九州エリアでも
導入ユーザー様倍増中！

専門店物販POSシステム
Shopworks7G ホテル関連ソリューション 顔認証ソリューション

東芝テック㈱ 三和コンピュータ㈱ 三和コンピュータ㈱
国内№1シェアをいただく、東
芝テックのPOSシステム。
機能・操作性・視認性に優
れたPOSシステムをご紹介さ
せて頂きます。

ホテルシステム『NEHOPS AG』
や、様々な顧客満足度向上に
つながる便利なソリューションをご
紹介いたします。

ここ最近具体的なシステムと
して採用され始めたNECの顔
認証技術を使った様々なソ
リューションをご紹介いたします。

上下水道料金システム
SUIBIZ plus

物流管理システムZEROSupply
ME機器管理システムZEROME

㈱ＫＩＳ ゼロシステム㈱
SUIBIZは、スマートデバイス
を利用した検針や集金など、
上下水道業務の運用の効率
化を支援いたします。

①診療材料、医薬品、事務用品な
ど院内物流管理に関する、あらゆ
る問題点を解決するシステムです。

②医療安全に関わる機器管理業務
をサポート。タブレット端末でＭＥ
業務効率化を実現する最新のシ
ステムです。

専門セミナー

クラウド型
リコーデジタルサイネージ

リコージャパン㈱
小売店舗、待合室、オフィス
や工場等、様々なシーンで活
用されるクラウド型デジタルサ
イネージを紹介。
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診療情報管理
医薬品情報管理ソリューション

電子カルテシステム Mall３
医療介護連携システム CareLINE

診察券でつながる医療事務
効率化のソリューション

インフォコム㈱ ㈱パシフィックシステム

日本データカード㈱

病歴、地域連携、薬剤、看護
勤務・就業管理など医療機関
の様々な部門業務をサポート致
します。

中小病院の運用を想定し、幅広
い医療機関様で自由度と使い勝
手のよい医療支援ができる電子カ
ルテシステムです。医療と介護の
多職種に「患者情報の共有」と
「コミュニケーション支援」を提供す
るシステムです。

専門セミナー

小 規 模 病 院 向 け
SaaS型電子カルテサービス
MegaOakSR for SaaS

日本電気㈱
小規模病院向けにデータをデー
タセンターで管理し、電子カルテ、
オーダリング、看護支援の機能を
セキュリティを確保したクラウド型
電子カルテサービスです。
各種マスタも提供いたします。

・診察券発 「CD800H」
・再来受付システム
「MERSYS-IV」

・院内表示システム
「MERSYS-Sid」

・診療費支払システム
「MERSYS－SR/MR」

専門セミナー 専門セミナー

精神科病院向け
電子カルテシステム「Live」

診察券でつながる医療事務
効率化のソリューション

日本事務器㈱ 日本データカード㈱
精神科医療に最適な機能を備
え、最新のＷｅｂ技術により誰
でも簡単に扱うことのできる操作
性をもった、新しい時代に対応し
たパッケージをご紹介

・診察券発：CD800H
・再来受付システム：MERSYS-IV
・自動精算機：MERSYS-SR

専門セミナー

外来患者向け
トータルソリューション

㈱アルメックス
受付・診察・入院・会計まで、
医療機関向けサービスをトー
タルにご提案。業務効率化に
大きく貢献します。

専門セミナー 専門セミナー

電子カルテシステム
MegaOak-MI・RA・Is/AZ

電子カルテシステム
MALL３

㈱シーエスアイ ㈱パシフィックシステム
MegaOak-MI・RA・Is/AZは、
歴代のシリーズから継承された
信頼と実績の操作性をさらに進
化させ、より早く見やすく優しい
操作性を追求しました。

中小規模病院の運用を想定し、
医療機関のニーズに合わせた自
由度の高い、使い勝手のよい電
子カルテです。

専門セミナー 専門セミナー

働き方見える化ツール R P A
（ロボティクス・プロセス・オートメーション）

日本電気㈱ 日本電気㈱
PCの動作から働き方を見える
化し、テレワークや業務改革
を支援するサービスをご紹介
します。

画像認識で簡単にロボット構
築できるRPA製品
『NEC Software Robot 
Solution』を、デモを交えてご
紹介します。

専門セミナー 専門セミナー 専門セミナー

ＮＥＣの
農業ＩＣＴソリューション

PONTANA
（クラウドサービス）

RAPID機械学習を活用した
ソリューション事例

日本電気㈱ 日本電気㈱ 日本電気㈱
農業の分野でもＩＣＴ活用
が進んできております。
ＩＣＴを利用し生産性向上
を図るソリューションを紹介しま
す。

デジタル情報スタンドPONTANA
は、利用者の端末 （タブレット
やスマートフォン）に簡単に情報を
ダウンロードが可能です。
観光案内や、セールスツールの配
布等用途が広がります。

NECが開発した高速、軽量
なディープラーニング技術であ
る「RAPID機械学習」を使っ
たAIソリューションをご紹介し
ます。

共同出展
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電子化から始まる
「働き方改革」のすすめ

エレコム
VR体験コーナー

Lenovo
VR体験コーナー

宮崎電子機器㈱ エレコム㈱ レノボ・ジャパン㈱
文書管理ソフトDocuWorks 、
名刺管理サービスCards-R、
サイボウズ社のグループウェア
/kintone活用による情報電
子化･共有化を展示します。

専門セミナー 専門セミナー 専門セミナー

専門セミナー 専門セミナー 専門セミナー

ロボット、AI、SNSを活用した
自治体窓口効率化

生産性向上、業務効率
アップソリューション

ビジネスチャット
Direct

NECフィールディング㈱ ㈱アイ・オー・データ機器 L is B ㈱
住民サービス向上と効率化に
向けて窓口業務をロボット、
SNSで自動化を実現します。

社内業務システムの操作画
面やTV会議の画面を動画で
保存共有します。NAS 
RAIDを超える冗長性のしく
みを紹介します。

すでに1000社以上に導入され
ている企業向けメッセンジャー
『direct』社内と社外の人たちを
つなぎ、業務をスムーズに遂行で
きるビジネスチャットツールとして、
活用されています。

無人航空機
（ドローン）

セキュリティソリューション
VS-AI

ファイル転送＆無害化システム
SmoothFile

ソフトバンクC&S㈱ ダイワボウ情報システム㈱ 南日本ネットワーク㈱
シェアNO1のDJIの展示、
小型ドローン（Dobby）を
展示させていただきます。

「VS-AI」は、AI（人工知能）
の認識技術を用いることによって
記録の瞬時検索を実現した、
画像検索装置です。直観的な
操作で、ストレスなく画像や動画
を見つけることができます。

ファイル内の危険因子を排除
し、分離されたネットワーク間
のセキュアなファイル受け渡し
を可能にします。

手軽に仮想空間体験をして頂
けます。専用のゴーグルをかけ
て頂くだけで、目の前に仮想空
間が出現！！頭の動きに合わ
せて、視界が360°動く「VR体
験」が楽しめます。

Lenovo Workstationを用
いたVRを直接体験する事がで
きます。



セミナーのご紹介

専門セミナー

すでに1000社以上に導入されているビジネスチャット
｢direct｣と2014年から提供しているチャットボット開発環
境｢daab｣の実例をご紹介。成功するビジネスチャットボット
のノウハウを持つLisB社がそのふんだんな事例を交えて極意
をご紹介します。またExcelで簡単に作成出来るAIを活用
したAI-FAQボットもご紹介いたします。現場の力を最大化
したい情報システム部門、経営企画部門の方必見です。

株式会社L is B 代表取締役社長
横井太輔氏

１．事例に学ぶビジネスチャットボットによる
働き方改革！ 11:00～12:00

厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」や、
厚生局の適時調査等による行政の動向に触れ、医療機
関としての就業管理に関する現状をお伝えするとともに、
システム活用によるそれらの解決案について言及いたします。

２．「医療者の働き方改革」の動向と
NEC医療ソリューションについて 13:30～14:30

業務効率化・生産性向上、経営基盤の強化、働き方改
革実現に向けたテクノロジとして、RPA（ロボティック プロセ
ス オートメーション）への期待が高まっています。
人手不足の解消などの解決策として、NEC製品
「Software Robot Solution」 を利用した、RPAの特性
や適用のポイントと、効果的な導入を可能にする支援内容
についてご紹介します。

３．なぜ今ＲＰＡ
（ロボティック・プロセス・オートメーション）なのか 15:00～16:00

日本電気株式会社
医療ソリューション事業部 事業推進部
医療ソリューションコーディネーター
野間 充氏

NECソリューションイノベータ株式会社
九州支社 主任
筒井 雄一郎氏

◆セミナーは 事前申込制 （各60名様 限定）となります。
◆セミナーの申込は、下記申し込み用URLより
https://fair.kk-mic.jp/nextmicmiyazaki2018/entry

◆最新情報については弊社HPで随時更新します。
http://www.kk-mic.jp/micfair/nextmicmiyazaki2018.html


