
【開催日時】 【会場】

ホテル スカイタワー宮崎駅前
（3F ピーコック・インディゴ）

7/ 火

宮崎支社設立40周年記念フェア

10:00 – 17:00

令和最初のNext-MIC MIYAZAKI
～ 元年にふさわしい 未来を感じる最新技術を体感しよう ～

入場無料
Web申し込みは6月から

宮崎市高千穂通2-1-26
TEL.0985-31-1111 ※駐車場有（２時間無料）

Next-MIC MIYAZAKI 2019

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

※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、ホテルスカイタワー提携の駐車場（宮崎中央倉庫パーキング）にお停めください。

受付にて２時間無料券をお渡しいたします。

【主催】

【お問い合わせ先】



MIC展示コーナーのご紹介
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専門セミナー専門セミナー

民間・団体 民間・団体 民間・団体 民間・団体

TOMAS会計
未来へ繋ぐ

次世代販売管理システム
「NextNavinity」

水産業向けソリューション
『養殖管理クラウドシステム』
水産改革!これからはICTの
力が必要です。今回は、漁業
を支える「養殖管理」、「漁協」、
「経営評価」のシステムをご紹
介します。

「CLISTA!MiCloud-マイクラウド-」は、
他院との比較を行う「CLISTA!Benchmark」、
自院の状況を把握するための「CLISTA!
Dashboard」、データ抽出のための「CLISTA!
SEARCH」の3サービスを、クラウドサービスとして
提供します。

外来患者導線システム
『Abeille』

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。

全国580社以上の導入実績を
もとにNavinity販売が生まれ
変りました。他システムとの連携
や柔軟なカスタマイズで御社の
オリジナルシステムを構築します。

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。

ToDo助は「行うべき作業」を業務シ
ステムから自動でピックアップし、職員
様へお知らせします。
職員様の「気づき」を促すことで、医
療安全・チーム医療・働き方改革の
推進をお手伝いいたします。

配送業務など、ルート系業務シ
ステムとカーナビを連携することに
より、業務を「管理」するだけのシ
ステムから、業務を「支援」するシ
ステムへ。

あらゆるデバイスでの簡単な
ビデオ会議とメッセージング

『zoom』
社内外でのコミュニケーションをより円
滑に!世界中の75万社以上の企
業や組織で活用されている高品質で
操作性に優れたテレビ会議システム。
驚きの使いやすさであなたの働き方を
サポートします。

医療・介護 医療・介護 医療・介護

自治体自治体

専門セミナー

クラウド・データセンター

『ルート業務支援システム』

専門セミナー介護トータルシステム 『寿』
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。

医療・介護

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。

公共施設予約システム
『e-Reserv@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。

病院職員向け気づきサポートツール

『ToDo助-とどすけ-』
病院向けクラウド型DWH

『CLISTA!MiCloud
-マイクラウド-』

専門セミナー

自治体

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。

専門セミナー

使いやすさを追求した、
簡単操作のグループウェア
『PowerOffice』

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。

専門セミナー
情報漏洩・情報セキュリティ

対策とIT資産管理
『SecureSeed Plus』
組織内にある端末環境を見える
化し適切なIT資産管理を可能
にするとともに、操作ログ収集や
操作制御による情報漏えい対策
を実現します。

セキュリティ・ネットワーク

Plus

専門セミナー

クラウド・データセンター

『Ｎｅｘｔ－ＭＩＣ

ＤａｔａＣｅｎｔｅｒ』

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。

クラウド・データセンター クラウド・データセンター

ビジネス版LINE
『LINE WORKS』

LINEの使いやすさと楽しさはそのまま
に、企業で安心して使える機能を備
えたLINE WORKSで職場のコミュニ
ケーションを円滑化!業務効率化の
実現と生産性向上をサポートします。



協賛・協力会社出展一覧

専門セミナー

NEC タッチパネル型
サイネージシステム

日本電気㈱
PONTANAは、パンフレットや
クーポンを電子化して大画面に
掲し見て、ふれて、スマホにダウン
ロードできる新発想のサイネージ
です。Touchnage2+は、タッチ
コンテンツに特化したデジタルサイ
ネージシステムです。

専門セミナー

NEC 
AI-OCR サービス

日本電気㈱
非定型帳票に対し事前の書式設
定が必要なく、帳票の種類が多い
業務に有利（取引先毎に書式が
異なる、請求書、納入書の読取
業務に最適）。現場入力するた
びAIで書式を自動学習、最新の
学習データで読み取りが可能です。

専門セミナー

NEC 
サーバ診断カルテ

日本電気㈱
定期的にサーバのログを収集、診
断を行い、人間の健康診断のよう
にカルテを作成します。 診断コメン
ト、グラフ表示、構成情報表示に
よりサーバの稼働状況を見える化
することで、お客様のサーバ管理の
省力化を実現します。

専門セミナー

NEC モバイルPOS
クラウド型POSレジサービス

日本電気㈱
NECのPOSレジ開発経験・ノウハ
ウをiPadアプリに集約。売り上げ
データと商品情報をクラウド上で管
理するサービス型で、従来POSレ
ジと比較して安価かつ簡単に導入
することができます。

専門セミナー

ドローンとAIを組み合わせた
農地把握ソリューション

日本電気㈱

ドローンの自動運転モードで撮影
を行い、撮影したデータから航空
写真を作成。作成した航空写真
をAIに判定させることにより空から
の目で農地の把握管理を実現し
たソリューションです。

共同出展
専門セミナー

職場環境改善

NECフィールディング㈱

加湿・空気清浄機ナノフィール、
光触媒環境改善装置ＣＡ－
ＡＬＬ、携帯型空気清浄機
をご紹介いたします。

専門セミナー 専門セミナー

専門セミナー 専門セミナー

人手不足解消に繋がる
最新のIOTソリューション

まったなし!2019年法改
正実務対策モデルの紹介

物品管理システムZEROSupply
ME機器管理システムZEROME

診療情報管理・就業管理
ソリューション

㈱サトー

インフォコム㈱

新製品FLVQVFX３－LX次
世代IOT搭載ラベルプリンタと、
位置測位ソリュ－ションを紹介
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。

①診療材料、医薬品、事務用品な
ど院内物品管理に関する、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。

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
いたします。

専門セミナー

通信販売支援システム
「通販Best」

㈱アール・シー・エス
豊富な実績とノウハウが凝縮され
た売上顧客管理ソフトです。ＥＣ
サイトや電話・ＦＡＸ注文もまと
めて管理することで、煩雑な受注
処理の効率化を支援します。

㈱オービックビジネス
コンサルタント

専門セミナー

顔認証による様々な対応
（監視／入退室）

三和コンピュータ㈱
カメラやタブレットで顔認証を
実現します。働き方改革にも
勤怠管理に顔認証と組合わ
せをすることで対応可能です。

ゼロシステム㈱



協賛・協力会社出展一覧

専門セミナー

電子カルテシステム
MegaOak-MI・RA・Is/AZ

㈱シーエスアイ
地域包括ケアシステムの領域
にも対応し生涯カルテの実現
を支援するMIRAIｓ/AZをご
紹介いたします。

専門セミナー

電子カルテシステム
『MALL3』

㈱パシフィックシステム
中小規模医療機関のニーズに
合った、自由度が高く、使い勝
手のよい電子カルテです。

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

精神科病院向け
電子カルテシステム「LIVE」

日本事務器㈱
精神科医療に最適な機能を
備え、誰でも簡単に扱う事ので
きる操作性をもったパッケージを
ご紹介いたします。

専門セミナー

小規模病院向けクラウド型
電子カルテサ－ビス
MegaOakSR

日本電気㈱
診療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
ティを確保したネットワーク経由
で提供するクラウド型電子カル
テサービスです。

専門セミナー

快適な無線LAN環境構築
とNWストレージのご提案

㈱バッファロー
さまざまな業種・用途に合わせ
て製品のご提案をします。業
務の効率化やサービス向上に
貢献致します。

専門セミナー

世界最速カラープリンター
ORPHIS GDシリーズ

理想科学工業㈱
次元の違う速さでハイボリューム
プリントに新しい可能性を持つ
ORPHISを是非ご体感ください。

専門セミナー

リハビリ部門システム
「タックリハビリ支援システム」

タック㈱
リハビリテーションに携わる療法
士様の業務作業を軽減する
操作性に優れたシステムです。

専門セミナー

リコー32インチ
インタラクティブホワイトボード

リコージャパン㈱
新しいコミュニケーションを演出
する小型・省スペース電子黒板
をご紹介いたします。

専門セミナー

医療看護支援ピクトグラム

㈱ヴァイタス
ベッドサイドにおける情報端末
システムと医療看護支援ピクト
グラムをご紹介いたします。

専門セミナー

魅力が最大限に伝わる
サイネージ

㈱アイ・オー・データ機器

サイネージシステム実演、アーカ
イブソリューション（データの⾧期
保存）、LTE ルーターをご紹介
いたします。

専門セミナー

上下水道料金システム
SUIBIZ plus

㈱ＫＩＳ
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。



協賛・協力会社出展一覧

専門セミナー

世界初のハイブリッド
無線LANシステム

アライドテレシス㈱
１台の無線LANアクセスポイン
ト上で、セル方式、ブランケット
方式を同時に動作させることが
可能です。

専門セミナー

療養費管理システム
人事評価システム

㈱エム・ディ・エス
支給前審査、審査会画面審
査、受診内容点検、コールセ
ンター等、療養費の適正化を
トータルサポートします。

専門セミナー

堅牢タブレット点検
ソリューションとPC周辺機器

エレコム㈱
堅牢タブレットを利用した点検
ソリューションをはじめNASや無
線AP。働き方改革向けサプラ
イを展示いたします。

専門セミナー

働き方改革のご提案!
リモートPCアレイ

SB C＆S
ハイパーバイザー不要の低コス
トVDIインフラ!
仮想デスクトップの課題をリモー
トPCアレイが解決します。

専門セミナー

Cisco Meraki

ダイワボウ情報システム㈱

フルスタックで導入できるクラウ
ド管理型ネットワーク機器
「Meraki」。Ciscoが提供する
クラウド管理型ソリューションを
ご紹介いたします。

専門セミナー

ペーパーレス会議ツール
【MP:eMeeting】

㈱南日本ネットワーク
タブレット端末等を利用したシ
ンプルで手軽な構成の”ちょうど
いい”ペーパーレス会議システム
です。

専門セミナー

働き方を変える身近な
ツールをお教えします!

宮崎電子機器㈱
私達が社内で実際に使ってい
るツールを活用事例を交えてご
紹介いたします。

専門セミナー

Lenovo最新スマ―ト
デバイスのご紹介

レノボ・ジャパン㈱
一人一人の働き方に合わせた
SIM搭載可能な最新ノ―ト
PCをご紹介いたします。



セミナーのご紹介

データは様々な形で組織内に眠っています。
これらのデータを活用して、意思決定や評価に役立ててい
こうという取組みは業界業種問わず、活発化しています。
本講演では業種別の最新データ活用例とソリューションを
ご紹介します。

日本電気株式会社
プラットフォームソリューション事業部
中村 友宣 氏

Windows7 のサポート終了まで半年となり、Windows10
移行も本格化しておりますが、このPC更新の機会を社内の
「働き方改革」やセキュリティ対策やコンプライアンス対策の強
化にきっかけにしている企業も多く見受けられます。
本セミナーでは、Windows10切替を活かした働き方改革の
モデルケースや内部統制強化のための証跡管理の実践例、
情報システム担当者の運用負担を軽減するWaaS運用実
践例について、ご紹介いたします。

本年より⾧時間労働・有給休暇取得義務化等に関する
労基法改正が実施されました。これらの課題を克服するた
めには生産性の向上が必要不可欠なものになります。
本セミナーでは、助成金を活用して生産性の向上に取り組
む事によって無理なくその成果を挙げていただく方策を解説
し、併せて、労基法改正への対策ポイントもご紹介いたしま
す。ITを活用した労基法改正対策、働き方改革で特に導
入要望の高いOBC勤怠管理クラウドのご紹介もいたします。

日本マイクロソフト株式会社
コンシューマー&デバイス事業本部
マーケティング統括本部
プロダクトチャネルマーケティング本部
佐藤 実 氏

みらい社会保険労務士法人 代表
特定社会保険労務士

城 敏徳 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/nextmicmiyazaki2019/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

１．データ利活用の潮流
～業界業種別!いまデータ利活用が求められる理由～

11:00～12:00

2．Windows10で働き方改革を加速 13:30～14:30

3．働き方改革関連法令対応セミナー
～企業が押さえておくべきポイントとシステム活用～

15:00～16:00

日本電気株式会社
プラットフォームソリューション事業部
下平 康介 氏

会場:インディゴ（ホテル スカイタワー3F）


