特別講演

13：30〜14：40

デ ジ タ ル フ ァ ー スト の 世 界 へ 加 速 す る D X

同時配信

夢の実現と継続のためのマネジメント
体操 金メダリスト

内村 航平 氏

2 0 2 2

Kohei Uchimura

C E C ソ リュー ション フェア 2 0 2 2

2022年3月、競技人生30年を終えて「史上最高の体操選手」と呼ばれたアス
リートが引退した。数々の記録を打ち立てた体操界の「キング」は、なぜ長きに
わたり結果を出し続けてこられたのか。日本体操界のレジェンドの体操人生を
ナビゲーターとの対談形式でお話しいただきます。
Profile

開催日時

オリンピック4大会（2008年北京、2012年ロンドン、2016年リオデジャネイロ、2020年東京）に出場
し、個人総合2連覇を含む７つのメダル（金メダル3、銀メダル4）を獲得。
また、世界体操競技選手権でも
個人総合での世界最多の6連覇を含む21個のメダル（金メダル10、銀メダル6、銅メダル5）を獲得して
いる。国内大会ではＮＨＫ杯個人総合10連覇、全日本選手権個人総合でも10連覇を達成。
生年月日：1989年1月3日（33歳）／出身：長崎県諫早市／身長：162cm／体重：52kg

７月7日

無料

司会者：伊勢みずほ

講演A

講演B

10：00〜10：45

講演C

11：15〜12：00

同時配信

15：30〜16：15

同時配信

同時配信

MAツールを活用した
営業活動のDX化

量子コンピューティングが
あなたのビジネスを変える！

今すぐTeamsが使いたくなる！

CEC新潟情報サービス株式会社

日本電気株式会社

ダイワボウ情報システム株式会社

〜オンラインイベント・ウェビナー運用事例〜
営業企画開発室
室長

橘谷 美則

量子コンピューティング事業統括部
シニアディレクター

サブスクリプション
推進グループ 係長

角谷 友洋 氏

Hiromasa Fuchi

新型コロナウイルス感染拡大に伴いリアルイベン
トが中止となり、一気にオンラインイベントによ
る製品紹介が主流となりました。
当社のWEBマー
ケティング施策の運用事例をご紹介致します。

量子コンピュータはビジネスにどのようなインパ
クトをもたらすのか。配送計画最適化など企業が
抱える課題解決に量子コンピューティング技術を
活用した取り組み事例をご紹介致します。

Teamsのコラボレーションツールとしての有用
性を現場で働く皆様の声、
活用シーンを交えなが
らご説明致します。
また これは試したい！ と思う
Teams最新機能の活用方法もご紹介致します。

参加
条件

朱鷺メッセ会場の｢アンケート回答｣
または オンラインでの｢名刺交換｣

200
昨年、CECソリューションフェアは
初めてのオンライン開催となりまし
た。WEBサイト上での製品・ソリューションのご紹
介やYouTube動画の視聴を実現し、講演はリアル
タイム配信でパソコンの前にいながら聴講いただ
きました。2019年より一貫してDX推進をテーマと
してきた当社ソリューションフェアですが、
まさに
一気にDX化が進んだ2021年でした。
今年のフェアについては、オンライン開催はその
まま継続とし、新型コロナウイルス感染防止対策の
ご挨拶

徹底により安全性を確保したうえで、3年ぶりに朱
鷺メッセでのリアル開催も実施致します。
リアル会場
で製品説明をうけたという情報は履歴として蓄積
され、マイページにアクセスすればオンライン上の
その製品の情報に素早くアクセス可能なリアルとオ
ンラインのダブル開催を実現します。
「デジタル
ファーストの世界へ加速するDX」
と題し、デジタル
が当たり前の世界、全てのサービスがデジタルで完
結する世界に加速して変革していく過程にある現
在の各種ソリューションをご提示します。

各企業、そして日本全体が「デジタルバイデフォ
＊に向かって加速していくために、当社は
ルト」
様々なDXソリューションをみなさまにご提案し、
デジタルファーストへの変革のお手伝いをしてま
いりたいと思います。
リアル・オンライン、可能なア
クセス方法にてコンタクトいただき、
ご高覧くださ
いますようご案内申し上げます。
CEC新潟情報サービス株式会社
代表取締役

展示会場

名様に

総額30万円

「デジタルギフト」

プレゼント！

朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
新潟市中央区万代島６-１

見て・聞いて・集めて もらえるポイントラリー開催！

リアルと
オンラインで

お楽しみ抽選会！

Tomohiro Kadoya

QRコードで入場受付

REAL

今年は

チャット・WEB会議ツールが実現する
新しい働き方実感セミナー

泓 宏優 氏

Yoshinori Tachibanaya

木
9：30〜17：00

朱鷺メッセ会場！

！
W開催！
ダ ブ ル

オンライン会場！
ON-LINE

プレ公開期間 ７月1日㊎〜6日㊌
事後公開期間 7月8日㊎〜8月31日㊌

講演会ライブ配信！
オンライン限定出展の製品も多数展示！
※ライブ配信終了後はアーカイブにて配信します。

７月７日は
事前予約で各メーカーと
直接コミュニケーション!

最上 正人

＊Digital by Default＝EUの電子政府アクションプラン7つの原則のその１
「電子提供のデフォルト化」

簡単
お申込みはフェアWEBサイトから
step

https://www.cec-nis.co.jp/fair/

step

01

02

フェアWEBサイト
からお申込み

3step でお申込み完了!

お申込み
受付メールの
パスワード設定用
URLをクリック

step

03

オンライン会場

お申込み

特設サイト
ログイン用
パスワードを
設定

完了

特設サイトで
ログイン
※特設サイトURLは
7月1日にメールで
お知らせ

CEC 新潟
朱鷺メッセ会場

QR

マイページの
QRコードを印刷
またはスマホへ転送

QRコードで
入場を受付！

※QRコードをお持ちでない場合は入場手続きにお時間がかかります。

CEC新潟情報サービス株式会社

本

社

長岡支店

〒950-0913 新潟県新潟市中央区鐙２丁目１０番６号 TEL.025-243-5101
〒940-0087 新潟県長岡市千手１丁目７番１５号

TEL.0258-36-4280

出展35社110以上の製品・ソリューションを展示
主催／CEC新潟情報サービス株式会社

協賛／日本電気株式会社

人事労務管理システム「奉行クラウド HR Suite」他
株式会社オービックビジネスコンサルタント
奉行クラウドHRSuiteは、紙が多く残る業務を網羅し、ベストプラクティスで人事労
務業務のペーパーレス化を実現するオールインワン型サービスです。

基幹業務クラウドサービス「ＰＣＡクラウド」他
ピー・シー・エー株式会社

マークのついた製品はオンラインのみの展示となります。
ソリューションを掲載しております。

販売管理システム「NextNavinityクラウド」
CEC新潟情報サービス株式会社

ＡＩ需要予測 需給最適化プラットフォーム Webサービス版

NEC 日本電気株式会社

京都電子計算株式会社
高い認識率を誇る手書き対応AI-OCRクラウドサービスです。面倒な設定項目が少
ないことに加え、原票イメージをまるごとクラウドに出さないセキュリティー対策を
施しており、安心してご利用いただけます。

WEBデータベース／ノーコード開発「楽楽販売」
株式会社ラクス
「我が社の業務は販管パッケージでは対応が難しい…」とお悩みの企業様必見です。
ノンプログラミングで自社の運用にピッタリのシステムをご用意できるサービスです。

AI議事録作成ツール「ZMEETING」
SB C&S株式会社

AI-OCR製品「AtReader」
株式会社YSK e-com

業務用自動化ソフトウェアロボット「Robot Solution」
CEC新潟情報サービス株式会社
プログラミング不要、高度な画像認識であらゆるPC操作を自動化するクライアント
型RPAツールです。

CEC新潟情報サービス株式会社
ディープランニングによる画像解析や住所データベース・ユーザ辞書データベースに
よって識字率を飛躍的に高めたクラウド型AI-OCRツールです。

介 護・福 祉 ソ リュー ション

介護記録システム「ブルーオーシャンノート」他
株式会社ブルーオーシャンシステム
高齢者介護・障がい者支援事業所・保育事業所の記録業務に特化したクラウド型記録
管理システムです。記録業務の効率化はもちろんのこと、連絡・情報共有の円滑化、
スタッフのスキル向上をサポートします。

タブレット記録ソリューション「すぐろくHome＆すぐろくケアマネ」他
株式会社ワイズマン
新型コロナ感染症対策として非対面での記録業務・コミュニケーションが求められて
います。より安全にサービスを提供し続けるために、非対面・外出先での記録業務を
可能にするタブレット記録ソリューションです。

株式会社アクロスソリューションズ
FAXや電話の代わりに、スマホ、タブレットで受発注業務が行えるモバイルWEB受発
注システムです。

人事労務管理パッケージ「TimePro-NXシリーズ」他
アマノ株式会社
「就業・給与・人事・セキュリティ」をこれ1つで管理できる。
「お知らせアラート」や「ナ
ビゲーション」機能を中心とした高い操作性で、日々の管理業務をスムーズに効率的
に進めることができます。

グラフィソフトジャパン株式会社

テクノ・マインド株式会社

対面セミセルフレジ他
東芝テック株式会社
コロナ禍において、金銭授受を行わずお客様がお金を投入する「対面セミセルフレ
ジ」の需要が増加。小売業・飲食業だけでなく、病院（クリニック）様・役所様などの業
界でも導入頂いております。

秘書システム「Scriba（スクリーバ）」他
株式会社ワイイーシーソリューションズ
主に秘書課様でお使いいただく、
「簡単で使いやすい」市長/社長/理事の方々の予定
管理システムです。わかりやすい画面と豊富な管理項目で、業務効率化・ペーパーレ
ス化をご支援します。
【クラウド対応可】

ルート型営業支援ソリューション「ルートマン」
CEC新潟情報サービス株式会社
ルートセールス業務を支援するクラウドシステム。自動作成されたルートに従い得意
先を順次訪問し、効率よく販売品の売上・納品・入金・領収処理が可能です。

衛生管理WEBアプリ「HACCPノート」
CEC新潟情報サービス株式会社
食品衛生管理における計画作成・毎日の記録・確認をスマートフォン、タブレット、パソ
コンで簡単入力・管理できるWEBアプリです。

IT資産管理「SecureSeed Plus」他

Microsoft365 他

株式会社南日本情報処理センター

ダイワボウ情報システム株式会社

組織内にある端末環境を見える化しITリスク管理を実現、情報漏洩セキュリティ
対策やテレワークでのリスク対策をサブスクで手軽に始められます。

テレワーク・リモートワークが当たり前になった仕事環境において、Microsoft365
を利用した仕事方法をお伝えします。

クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」他

請求書配信サービス「ジェットｄｅ配信」他

CEC新潟情報サービス株式会社

スマートピッキング他
音声で保管場所へ案内、製品棚にスマホをかざすと対象が光る！作業効率アップ、
ヒューマンエラー防止！スマートグラスでハンズフリーも実現します！

ソフォスのエンドポイント保護とファイアウォールでランサムウェアの脅威をブロッ
クするだけでなく、インシデント対応の自動化を実現します。IT管理者がいない、忙
しい企業も自動化で安心してご利用いただけます。

invoiceAgentは、企業間のあらゆる文書をデータ化し、クラウド上でセキュアかつ
高速に流通できるプラットフォームを提供することで、日本の商取引を変革する企
業間DXソリューションです。

交換した名刺はお客様との出会いの記録であり貴重な企業の顧客情報資産です。
Sansanは名刺をクラウド上で蓄積・管理して、人脈を可視化、営業チャンスを広げ、
顧客マーケティングを加速します。

電子広告＆掲示板システム「AdWindow Select SX」
NEC 日本電気株式会社

Sky株式会社
「使いやすさ」をコンセプトに、資産管理・ログ管理・セキュリティ管理といった『情報
漏洩対策』や『IT運用管理』を支援します。サイバー攻撃に対する多層防御や、組織
のテレワーク運用を支援する機能なども搭載しております。

loT

株式会社内田洋行
EnergyWallはタッチ操作が可能なデジタルサイネージです。最新映像技術を駆使
したシンボリックな映像コンテンツ制作と合わせ、地域や企業の魅力を最大限に引
き出すサイネージシステムをご提案します。

エプソンのスマートチャージ「LX-10050MF」他
エプソン販売株式会社
プリンターから始める脱炭素社会の実現。レーザープリンターと比べて低消費電
力、省資源化を実現。CO₂排出量を47％以上削減することができ、脱炭素社会に向
けた取り組みへの第一歩として有効な手段となります。

スケーラブル オールフラッシュ ストレージ「PowerStore」他
デル・テクノロジーズ株式会社
クラウドのストレージ環境化は、クラウド一辺倒の時代は終焉を迎え、従来型ITとク
ラウドとを使い分ける時代になりました。オンプレのテクノロジーカンパニーならで
はのストレージ製品・ポートフォリオをご紹介します。

ネットワークサービス「Clovernet」他
NECネクサソリューションズ株式会社
低コストで安全に拠点間通信を行える「インターネットVPN」に加え「テレワーク
対応」や「商用クラウドサービスとの接続」等を、安心の監視保守サービスでご提供
するネットワークサービスです。

無線通信可視化・安定化システム「Tbridge」他
チエル株式会社

社内イベントや会議室予約状況を社員で情報共有したり、フロアマップや会社情報
を表示するデジタルサイネージシステムです。学校、自治体、病院など様々な業種
テンプレートが利用可能です。

デジタルサイネージ「Energy Wall」他

キヤノンマーケティングジャパン株式会社
高度化・巧妙化するサイバー脅威に対応するために、ESETでは現行のESET
PROTECTソリューションシリーズ各製品群に加え、クラウド上のEDR環境をリ
リース予定です。

ソフォス株式会社

ウイングアーク1st株式会社

名刺を企業資産に変える「Sansan」

ESET「クラウドEDR新製品」他

ソフォス「シンクロナイズドセキュリティ」他

企業間DXプラットフォーム「invoiceAgent」他

OEC株式会社

強力なツール、使いやすいUIであらゆるサイズのプロジェクト、チームをサポート。柔
軟性の高いデザインツール、シームレスな共同作業、図面作成の自動化、写真品質の
レンダリングを提供し建築の創造を支援します。

自治体向けＣＭＳ
「UD Face」

犬の登録原簿の作成、各種届出、狂犬病予防注射等の業務を効率化する自治体向
けソリューションです。マイクロチップの装着義務化についても対応予定です。

企業間で受け渡しする帳票を電子化。受け渡しにかかる手間の削減を実現するクラ
ウドサービスです。

建築専用BIMソフト「ArchiCAD25」

株式会社石川コンピュータ・センター
自治体職員様の採用から退職までの人事管理と給与支給の年間業務をサポート。
庁内DXを推進するシステムをご提案します。

犬の登録管理システム

遅い、よく切れる、つながらないといったトラブルに対応、無線インフラの拡張や
アップグレードなしで安定した無線LAN環境を提供します。

その 他

手書き帳票データ化サービス「CEC AI-OCR」

CEC新潟情報サービス株式会社
経費・交通費・出張費・交際費など、お金に関わる全ての処理を一元管理できるクラ
ウド型経費精算システムです。経費精算業務の時間・費用を大幅に削減できます！

ハ ー ド ウェア︵ P C ／ 複 合 機 ／プリンタ 他 ︶

あらゆる場面での利用が実現できるAI-OCR製品。オンプレミスでの提供が可能で
あり、データを外部に出さず、かつ統合管理が可能。料金体系は定額制であり、従量
課金は不要です。

業務用WEB受発注システム「MOS」

自治体向け「COUS人事給与システム」他

キステム株式会社

ネット ワ ー ク・

WEB会議が当たり前になってきた昨今、手軽に議事録作成をしませんか？音声のDX
化によるオンライン会議の議事録の自動作成をベースに、 会議の見える化 を実
現。オンライン会議の利便性をさらに向上させます。

業 種 ソ リュー ション

AI手書き文字認識サービス他

CEC新潟情報サービス株式会社
現場の声を強力に反映した中堅・中小製造業のための生産管理システム。ものづくり
のあらゆる情報を総合的・タイムリーに管理し、工場経営を強力に支援します。

NECネクサソリューションズ株式会社
市民が気軽に集える行政の中心「図書館」をもっと使いやすく!
さらなる発展に向け、ロボットやスマホ活用など次世代の図書館像をご紹介します。

CEC新潟情報サービス株式会社

交通費・経費精算システム「楽楽精算」

生産管理システム「Factory-One 電脳工場」

公共図書館向けサービス「LiCS-Re for SaaS」

自治体様のホームページに特化したＣＭＳ（コンテンツ・マネジメント・システム）
です。WEBコンテンツJISに対応したWEBサイトの構築・管理が可能です。

セ キュリ ティ

CEC新潟情報サービス株式会社

Express5800サーバに顔認証ソフトウェアをプリインストールした状態で販売する
オンプレミス顔認証製品です。入退室時の顔認証や特定部分の見守りの用途として
全国幅広く導入いただいております。

電帳法対応ソリューション他

CEC新潟情報サービス株式会社

物流コストの削減・作業時間の短縮・出荷締切時間の繰り上げ・物流品質の向上など、倉
庫管理業務のさまざまな課題をスマートに解決する倉庫管理システム（WMS）です。

顔認証アプライアンスサーバ

請求書の発行/受取、支払金額の通知等請求業務全体をデータ化するクラウド請求
書サービスです。時間・コスト・手間のかかる経理業務を大幅に改善。電子帳簿保存
法、インボイス制度に対応しています。

請求書、納品書などの帳票をWEB上で発行できるクラウド型システムです。手間の
かかる印刷・封入・発送作業がゼロになります。

倉庫管理システム「スマブツクラウド」

NEC独自のAI技術を活用し、WEBブラウザからご利用可能な需要予測サービスで
す。初心者でもかんたんにAIによる予測分析が行え、予測の根拠が分かるため、納得
性をもって結果を業務に活かせます。

株式会社インフォマート

電子請求書発行システム「楽楽明細」

卸売業にぴったりな販売管理システムです。ロット管理・賞味期限管理や流通BMS
に標準対応。クラウド利用でも業務に合わせた機能カスタマイズが可能です。

NEC 日本電気株式会社

クラウド請求書サービス「BtoBプラットフォーム請求書」他

10万円からできる電子帳簿保存法ソリューションをご紹介。電子上のやり取りで取引
確定する文書は、書面保存が廃止され、電子保存が必須になります。新しい電子帳簿
保存法への対応はDX推進の絶好のチャンスです！

情 報 共 有・コ ラ ボ レ ー ション

・RPA・ノ ー コ ー ド 開 発

Al

株式会社石川コンピュータ・センター
改正電子帳簿保存法に対応したクラウドサービス「e-bookAC」。インターネット環境
があればどこでも利用でき、月額利用料でタイムスタンプの付与が無制限です！

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

会計給与商魂クラウドなどの基幹業務クラウドサービス『PCAクラウド』は、サービス
開始から10年以上継続、19,000法人を超えるお客様にご利用いただいております!

※ 紙幅の制限により一部の記載となります。フェアWEBサイトには全展示

電帳法対応クラウドサービス「e-bookAC」

自 治 体・公 共 ソ リュー ション

応研株式会社
３つの自動化により業務の効率化・生産性を上げる販売管理システム。画面設計・計
算式・ロット管理等の機能を搭載しあらゆる業種にフィットできます。

電 帳 法 対 応 ソ リュー ション

ソリューションを展示

基 幹 業 務 ソ リュー ション

出展35 社
110以上の製品

販売管理システム「販売大臣AXクラウド」他

身分証アプリ「MyiD（マイディ）」
株式会社ジェイ・エス・エス
身分証アプリは、スマホアプリで本人確認ができる「次世代型の身分証」です。
「社員
証」/「学生証」/「会員証」など、 あらゆる身分証 をデジタル化します。

筆耕ソフト「筆の先生Pro+／ProV+」他
株式会社日本ソフトウエアサービス
様々な用途に応える筆耕ソフト、NSSパッケージソリューションをご提案致します。

ＥＣサイト構築プラットフォーム「futureshop」
CEC新潟情報サービス株式会社
簡単、安価に高機能な自社ECサイトを構築できるSaaS型ECサイト構築プラット
フォームです。あなたのEコマースを、よりクリエイティブに、よりパワフルにサポー
トします。

