
カテゴリ テーマ 製品名 会社名

基幹
業務

基幹業務システム スーパーカクテルCore販売・生産・原価 株式会社内田洋行

管理会計システム スーパーカクテルCore会計(電帳法対応) 株式会社内田洋行

食品製造小売業のトータルシステム スーパーカクテルCoreFOODs店舗販売 株式会社内田洋行ITソリューションズ

設備工事業のトータルシステム スーパーカクテルCore設備工事・保守 株式会社内田洋行ITソリューションズ

建設・工事業ERPシステム PROCES.S（プロセス） 株式会社内田洋行ITソリューションズ

人事労務のデジタル化支援システム 奉行クラウド HR 株式会社オービックビジネスコンサルタント

販売
業務

発注書・請求書・納品書の自動配信 AirRepo 株式会社内田洋行

請求書の配信・配送サービス 楽楽明細 株式会社ラクス

様々なEDI注文データの自動取込 名人シリーズ ユーザックシステム株式会社

FAX受注業務のデータ化 AnyForm OCR 株式会社ハンモック

紙文書のデータ化 ファイルアーク Officeエディション 株式会社たけびし

需給調整による在庫最適化 φ-Pilot Series 株式会社フェアウェイ ソリューションズ

経営データの分析 MotionBoard/Dr.Sum ウイングアーク１ｓｔ株式会社

見積業務の効率化（設備工事業向け） Omitsusan（おみつさん） 株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング

会計
業務

電子帳簿保存法対応

UC＋（ユクタス）ドキュメント 株式会社内田洋行ITソリューションズ

電子帳簿保存法対応ソリューション 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

EdiGate for INVOICE 大興電子通信株式会社

生産
業務

生産スケジュールの効率化 FLEXSCHE 株式会社フレクシェ

原材料入荷から製品出荷までのトレース管理 Trace eye 株式会社サトー

設備点検業務のペーパレス化 XC-Gate 株式会社テクノツリー

製造・流通現場で適用可能な画像認識AI nVision NDIソリューションズ株式会社

効率的・短期間のAIモデル構築 Roboflow 株式会社システムズナカシマ

クレーム管理の情報共有 kintone（問合せ・クレーム管理） 株式会社内田洋行/サイボウズ株式会社

品質管理データの活用 食Quality/食INSPECTOR 株式会社オーユーシステム

ネットワーク機器の統合管理 iNetSec FC 株式会社PFU

サイネージを活用した情報発信 デジタルサイネージ 株式会社アイ・オー・データ機器

物流
業務

物流ＫＰＩの分析 物流KPIテンプレート 株式会社内田洋行/ウイングアーク１ｓｔ株式会社

配車計画の自動化 簡易配車インタフェース アドバンスド・コア・テクノロジー株式会社

店舗在庫データの精度向上 店舗在庫管理テンプレート 株式会社内田洋行/
IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社

入出荷検品による在庫の最適化 次世代型ハンディターミナル 株式会社キーエンス

重量で在庫をデータ化 スマートマットCloud 株式会社スマートショッピング

ピッキング作業の効率化 LEDポカヨケDAS 積水樹脂キャップアイシステム株式会社

ロボットによる庫内作業効率化 FLEX-300S フォワードエックス株式会社

働き方
変革

バーチャルオフィスの実現 FAMoffice 富士ソフト株式会社

スマートWeb会議 Click Share 株式会社内田洋行

ファイルサーバーのクラウド化 DirectCloud 株式会社ダイレクトクラウド

テレワーク・オフィスでのFAX業務を効率化 まいと～く Cloud 株式会社インターコム

端末のセキュリティ対策強化 FUJITSUビジネスアプリケーション瞬快 富士通株式会社

所有から利用へ！新たなパソコン管理 マネージドデバイスサービス(PC・タブレット) 富士通株式会社

セキュリティで悩まない！鉄壁のマルウェア対策 AppGuard 株式会社AppGuard Marketing

柔軟な働き方に対応した就業管理 タイムログDX 関彰商事株式会社

出退勤打刻・現場作業支援端末 出退勤打刻データ収集 システムギア株式会社

問合せ対応や業務インターフェースのAIチャットボット CB3 NDIソリューションズ株式会社

クラウド型情報配信ソリューション i-Compass 大興電子通信株式会社

立命館大学客員教授（元外務事務次官）
薮中 三十二 氏

激動の国際情勢と
日本の進路

〈特別講演〉

デジタル化デジタル化をを加速！加速！
～“攻め”と“守り”で企業を強くする～～“攻め”と“守り”で企業を強くする～

BUSINESS IT FAIRBUSINESS IT FAIR
20222022

U C H I D AU C H I D A

in TOKYOin TOKYO

UCHIDA ビジネス IT フェア 2022
in 東京

UCHIDA BUSINESS IT FAIR 2022

juchidafair@uchida.co.jp
情報ソリューション事業部  UCHIDA ビジネス IT フェア事務局

お問い合わせ

お申込み方法

現地開催、オンラインセミナーともに、WEBでのお申込みとなります。
下記URLもしくはQRコードよりお申込みください。

※同業他社の方、また、満員等、会場の都合によりお申込みをお断りさせていただく場合がございます。

お申込み時に「お申込み受付のお知らせ」をメールでお送りします。
開催日前になりましたら改めて視聴サイトのアクセス方法をメールにてご案内いたします。

■ オンラインセミナー

お申込み時に「お申込み受付のお知らせ」をメールでお送りします。
後日、「受講票」のご案内をメールでお知らせします。当日は印刷してお持ちください。

■ 東京会場へお越しの方

当日のお願い

当日は印刷した「受講票」と「お名刺 1 枚」を受付までお持ちください。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

10:30
11:00 - 17:30
10:30 - 17:30
ベルサール東京日本橋 ４Ｆ
(東京都中央区日本橋２-７-１ 東京日本橋タワー)

「日本橋駅」B6出口直結 (銀座線・東西線・浅草線)

「三越前駅」B6出口徒歩3分 (銀座線・半蔵門線)

「東京駅」八重洲北口徒歩6分 (JR線)
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製品ソリューションセミナー〈オンラインのみ〉

参加無料・予約申込制

オンライン
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ソリューション展示のご案内
会場：ベルサール東京日本橋 4F1011 T
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現地開催セミナー + ソリューション展示

会
場

ベルサール
東京日本橋 ４Ｆ

IDEC AUTO-ID SOLUTIONS 株式会社 / 株式会社アイ・オー・データ機器 /アドバンスド・コア・テクノロジー株式会社 / 株式会社 AppGuard Marketing/ 株式会社インターコム/ウイングアーク 1ｓｔ株式会社 / 
株式会社ウチダ人材開発センタ/エプソン販売株式会社/株式会社NTC/株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング /株式会社オービックビジネスコンサルタント/株式会社オーユーシステム/株式会社キーエンス/ 
サイボウズ株式会社 / 株式会社サトー/システムギア株式会社/株式会社システムズナカシマ/株式会社スマートショッピング/関彰商事株式会社/積水樹脂キャップアイシステム株式会社/大興電子通信株式会社/ 
株式会社ダイレクトクラウド/株式会社たけびし/株式会社テクノツリー/株式会社ハンモック/株式会社PFU/株式会社フェアウェイソリューションズ/フォワードエックス株式会社/富士ソフト株式会社/ 
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社/株式会社 Blue Planet-works/ 株式会社フレクシェ/ ユーザックシステム株式会社 / 株式会社ラクス /NDI ソリューションズ株式会社

● 協力 ● 主催

● 協賛 USAC会/株式会社内田洋行ITソリューションズ/富士通株式会社



受付時間
10:30

11:00

-
11:50

働き方変革 基幹業務 生産業務  

11:50 - 13:00 休 憩     是非展示 会 場にお越しください

13:00

-

14:00

特別講演 基幹業務

14:00 - 14:30 休 憩     是非展示 会 場にお越しください

14:30

-

15:20

インボイス制度 人材育成 働き方変革

15:20 - 15:50 休 憩     是非展示 会 場にお越しください

15:50

-

16:40

働き方変革 物流業務 生産業務

終了時間
17:30

販売業務 販売業務

販売業務 販売業務

生産業務 生産業務

生産業務 物流業務

基幹業務 働き方変革

働き方変革 働き方変革

会計業務 働き方変革

株式会社ハンモック

ユーザックシステム株式会社

株式会社フレクシェ

株式会社オーユーシステム

富士通株式会社

株式会社Blue Planet-works

株式会社ダイレクトクラウド

企業内に存在する様々な書類をデータ化する
入力サービス：WOZE

電帳法対応、インボイス対応、
2025年の崖に向けたユーザックシステムが
提唱する「受注DX」のご紹介

生産スケジューラFLEXSCHEのご紹介
～製造業DX推進の要 計画業務にもDXを～

貨物自動車運送業様におけるDＸ化を実現
～車楽クラウド～

多様な働き方を支援する富士通のお役立ちソリューション
「働き方改革への第一ステップ

 ～新たなＰＣ持ち出し運用のご提案～」

「もう、セキュリティで悩まない」
～ AppGuardでエンドポイントのゼロトラスト化に挑む～

「脱ファイルサーバー」から始まる
新しい働き方と組織の活性化

受付開始・展示会場オープン

株式会社内田洋行

株式会社フェアウェイソリューションズ

株式会社サトー

株式会社テクノツリー

株式会社オービックビジネスコンサルタント

富士通株式会社

株式会社内田洋行

発注書・納品書など取引先への送付業務をデジタル化！
"テレワーク”や ”働き方改革”を支援する
文書自動配信サービス「AirRepo」のご紹介

φ-Pilot Series φ-Pilotの製品紹介
および製造業によくある課題と
その解決事例のご紹介

原材料入荷から計量・配合でのミスを防止！
トレーサビリティの構築ができる
本当に役立つ製造管理システム

タブレットを使って現場の入力帳票を電子化！
帳票電子化システム「XC-Gate」のご紹介

お客様の声からわかった 
人事労務業務ペーパーレス化の実態と課題
ペーパーレス化で失敗しないためのポイント

「所有」から「利用へ」
最新のPCをサブスクリプションでお届けする
富士通のマネージドデバイスサービス

改正電帳法対応をきっかけとした
経理業務プロセス全体のデジタル化推進

ON-1

ON-3

ON-5

ON-7

ON-9

ON-11

ON-13

ON-2

ON-4

ON-6

ON-8

ON-10

ON-12

ON-14

最近情報をキャッチアップ！
Microsoft 365 のこれから動向と期待の新機能

株式会社内田洋行   ネットワークビジネス推進事業部
Microsoft MVP Award 9年連続受賞
太田 浩史

Microsoft 365 を10年以上利用しているユーザーとしての視点で、10月 
に開催されるMicrosoftの大規模イベント『Microsoft Ignite』で発表 
された内容を中心に、Microsoft 365 の今後のロードマップや、楽しみ
な注目の新機能を一挙にまとめて紹介します。

T-1

T-2

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～

デジタル庁   国民向けサービスグループ  企画調整官
加藤 博之 氏

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。

T-3

中小企業だから出来た！
デジタル化戦略 テレワーク率85%を実現
～築地・OKAʼs キッチンから生まれるイノベーション～

株式会社オカフーズ   常務取締役  統括本部本部長   濱田 康之 氏

コロナ禍における勤務スタイルの変化は積み重ねてきた改善活動の成果出し
を一気に早めた。業務を価値ある物だけに絞る為、全業務をチャート化し、
デジタル、ネットワーク、クラウド、ペーパレスを前提に刷新し生産性を高め
た。今後は外部とのデータ連携で社内はもちろんお客様のWMS改善にも
寄与していきたい。PJT成功の鍵は経営者自身が「システム化は経営目的
達成の為の重要な手段」と強いメッセージを全員に発信し続ける事です。

T-4

スーパーカクテルとデジタル化ソリューション活用
によるDXの実現
～中堅・中小企業様におけるDXの実現とは？～

株式会社内田洋行

中堅・中小企業様における、基幹業務と周辺業務のデジタル化について、スーパー
カクテルの電帳法対応機能やデジタル化支援ソリューションを利用した、具体的な
導入方法についてご説明いたします。

T-5

DXを加速させるデジタル人材の育成とは
～ IT・DXレベル測定を活用しデジタル人材育成の仕組みを確立する～

株式会社ウチダ人材開発センタ
取締役  営業本部ラーニング営業部 部長   嘉山 晶彦 氏

自社の業務効率アップ、改革にもはや欠かせないデジタル技術。貴社
の社員はどの程度「活用できている」と言えますか？当社ではIT・DX 
レベル測定「i測」を活用したスキルの見える化と、その結果に基づく 
デジタル技術活用力向上やその他デジタル化やDX推進に欠かせない 
ビジネススキルに関する教育についてお話します。貴社のDX推進を加速
すべくデジタル人材育成のご検討にお役立てください。

T-6

1時間でわかる物流DX

山田経営コンサルティング事務所  代表
流通経済大学 非常勤講師（グローバル・ロジスティクス論）
中小企業診断士・通関士 山田 健 氏

日 さ々まざまな情報が飛び交う物流DX。
本セミナーでは、ヤマトのDXやロボティクスの動向など物流DXの具体
例を通じて、コンパクトに物流DXの全体像を概観、理解していきます。
また、話題のフィジカルインターネットの未来や画像認識技術による
フォークリフトの動態把握管理など、これからの展開が期待される最先
端の物流DX事例なども紹介します。

T-7

システム作成を体感！
初めての方向け「kintone」ハンズオンセミナー

株式会社内田洋行

社内の情報がバラバラだったり、会社に行かないとわからなかったり・・・といったこと
でお悩みではありませんか？
社内の情報が集まる場となり、そんなお悩みを解決できるのがサイボウズの「kintone」です。
情報に紐づいたコミュニケーションができる点も評価いただき、導入社数は25,000社を
超えております。今回のセミナーでは情報が集まる「アプリ」作成を体感いただける 
内容です。是非ご参加ください。

TH-3

帳票電子化システム「XC-Gate」ハンズオンセミナー
～タブレットを使って作業日報やチェックシートを簡単ペーパーレス化～

株式会社テクノツリー   企画部  営業推進グループ
福井 洵 氏

本セミナーでは帳票電子化システム「XC-Gate(エクシーゲート)」の操作をタブレット 
端末で体験いただけます。また、製造業での活用シーンや導入事例についても合わせて
ご紹介いたします。

TH-1

スーパーカクテルユーザー様必見！
スーパーカクテルのデータ利活用
ご紹介セミナー (初級編)

株式会社内田洋行

今回はデータ2次加工の初級編として、スーパーカクテルに蓄積されているデータを、 
任意の条件で抽出し、2次加工するための方法について解説いたします。

TH-2

プロセス製造業様向け
利益確保を狙う為の原価管理実習

アットストリームパートナーズ合同会社   公認会計士
川上 徹 氏

原価計算における課題の説明と設例により原価計算演習をしていただきます。

① ものづくりの実態を踏まえた原価管理の手法
② 工程別チャージレートの設定

③ 製品別ロット別原価計算の手法
④ 製品別顧客別採算の把握

TH-4

激動の国際情勢と日本の進路

立命館大学客員教授（元外務事務次官）
薮中 三十二 氏

ロシアのウクライナ侵略、台湾海峡をめぐる緊迫情勢と世界は戦後77年を経て、かつてない激動と緊迫の時代を迎えている。
アメリカを中心とした国際協調の時代、経済面でもグローバリゼーションの時代が荒波に見舞われ、崩壊寸前の危機に直面 
していると言っても過言ではない。
こうした危機に直面した世界がどこに向かうのか、そして日本が自らの安全保障を確かなものとし、東アジアの平和を確保 
するため、いかなる政策を模索すべきかを考える。

終了時間 16:50 終了時間 17:30

ハンズオンセミナー
ユーザー様限定ご招待セミナー
定員10名

ハンズオンセミナー
ユーザー様限定ご招待セミナー
定員10名

ハンズオンセミナー
ユーザー様限定ご招待セミナー
定員10名

ハンズオンセミナー
ユーザー様限定ご招待セミナー
定員10名

お申込み後、開催日前になりましたら、視聴サイトのアクセス方法をメールにてご案内いたします。※セミナー内容・講師は都合により変更となる場合がございます。最新情報はウェブサイトをご覧ください。※講師の所属、肩書きは2022年8月時点のものです。
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