北のITシーズフェア
2018

in ビジネスEXPO

主催：一般社団法人北海道IT推進協会

いろいろな産業の課題解決に役立つITがここにあります
入場無

32ndビジネスEXPO内で同時開催

料

日

時

11月8日（木）・9日（ 金 ）
10：00～17：30

会

場

アクセスサッポロ

9：30～17：00

地下鉄大谷地駅から
無料シャトルバスあり

北のＩＴシーズフェアでは、北海道のＩＴ企業１２社の最新製品、サービスを展示しております。
貴社のイノベーションを進める出会いやヒントがありますので、是非お立ち寄りください。
自治体関係の方やＩＴ業界に興味をお持ちの学生の方も歓迎します。
＜北海道ＩＴ推進協会は、発足から１５年を迎えました＞
当協会は2003年に（社）北海道ソフトウェア協会 、
（社）⽇本システムハウス協会北海道⽀部、北海道コンピュータディーラー協会、

北海道マルチメディア協会が統合して（社）
北海道ＩＴ推進協会として発⾜してから2018年で15周年を迎えました。今年はロゴマーク

のリニューアルをはじめ様々な記念事業を行っておりますので、新しくなったホームページにて随時ご確認ください。経済環境やIT技
術も移り変わる中、当協会はこれからも北海道のIT業界の成長活性化を図り、北海道の発展に努めて参ります。

詳しい内容は、協会ホームページ、パンフレットをご覧ください。

https://www.hicta.or.jp

■ 北のＩＴシーズフェアでは、製品の展示のほかミニプレゼンも実施しております。会場のレイアウトは、ビジネスＥＸＰＯのリーフレットをご覧ください。■ 出展物、出展企業は裏面をご覧ください。

小売、
飲食、
サービス業
コンテンツを簡単生成

全業種（ 業種問わず ）

Axle

画像や動画・テキストを登録するだけで、Pepper
とモニターを連動させ、PRするコンテンツを作成
することが出来るAxle、プログラミング不要で、パ
ソコン操作が出来る方であれば、誰でも簡単に作成
する事が出来ます。

【 ミニプレゼン 】１１月８日（木 ）13 : 30頃に実施します

ホワイトボード型 行動予定表『Here's Me』
オフィス備品在庫管理『ｅＳＴＯＣＫ』

流通業（ 卸売業・製造業 ）
EXPLANNER/Z
（ エクスプランナーゼット）

「Here's Me」はPCやスマホから社員の行動予定を確認で
きるアプリです。社員の「今どこ？」をクラウドで共有します。
「eSTOCK」はバーコードリーダーを使ってオフィス備品の
入出庫管理を行うツールです。

「EXPLANNER/Z」は販 売、債権、債 務、会計、生
産、原価の業務システムで、基幹業務の中核となる
経営基盤を提供します。業種・業務ごとのコンポー
ネントを組み合わせ、要件にピッタリな統合ERPシ
ステムを構築します。

【 ミニプレゼン 】実施しません

【 ミニプレゼン 】１１月８日（木 ）１～２回実施します

１１月９日
（ 金 ）13 : 30頃に実施します

１１月９日
（ 金 ）１～２回実施します

ミニプレゼンのほか、参加者にコンテンツ作成のトライアルを体験していただきます。

株式会社GKI

株式会社ミクロスソフトウエア

北明システム株式会社

TEL.011-213- 0925
担当：札幌ラーニングセンター 川口 勝美

TEL.011- 801-1388
担当：北海道支社 伊藤 諭

TEL.011- 222- 3636
担当：BS営業本部 江幡 朋文

全業種（ 業種問わず ）

・AI事業（ 全業種 ）・生産管理基幹業務（ 食品製造業）

全業種（ 業種問わず ）

働き方改革で注目されているペーパーレス化
の出張支援サービス

AI・IoT事業のご紹介
食品卸・製造業／PIECEWORKS標準・食品製造
smartNexus「スマートものづくり応援ツール」

AI OCRを活用した紙帳票のデジタルBPOサービス
AI OCR（DX Suite）

コスト削減・テレワーク・情報セキュリティー対策・電子帳
簿申請等ＩＴ化に伴う業務効率化の為、ペーパーレス化が
今後益々普及されます。そこで、弊社では顧客様のペーパー
レス化要件に応じた出張スキャンサービスをご紹介します。
【 ミニプレゼン 】実施しません

AI・IoT事業／①需要予測②画像解析③装置未然保守④運
転動画から異常値検知⑤離床センサー利用による見守り
食品製造業／EXCEL処理による生産管理業務の撤廃
在庫管理／写真de在庫管理、スマホde在庫管理

AIを搭載したOCRで紙帳票のデータ化をサポートします。
難読文字、画像ずれなどのあらゆる状況に対応出来る
ＯＣＲを、その場で記載して頂いた用紙を読み取り、リア
ルタイムで処理をするデモをご用意しております。
【 ミニプレゼン 】実施しません

【 ミニプレゼン 】１１月８日（木 ）１～２回実施します
１１月９日
（ 金 ）１～２回実施します

株式会社サンコー

株式会社サンクレエ

株式会社恵和ビジネス

TEL.011-885-3500
担当：営業企画部 佐藤 幸治

TEL.011- 611-6364
担当：常務取締役 鈴木 康

TEL.011- 350-4530
担当：エントリー事業部 小倉 剛

食品製造・卸売業、製造業全般

全業種（ 業種問わず ）

販売・在庫・製造原価管理システム『 豪商 』
原材料のロット管理を行う事で、正確な製品原価やト
レーサビリティ管 理を実現！経営や現場の効率化を
お手伝いします。
食品以外の製造業でもロットや原価の管理という点は
変わらないので、製造業全般にお使いいただけます。

【 ミニプレゼン 】実施しません

月額ひとり１００円の勤怠管理

初期費用０円、月額ひとり１００円という業界最安値
でありながら、充実した勤怠管 理機能や長時間労
働対策に役立つアラート機能などをご提供します。
その他、シフト管理や物品管理など、低価格で便利
なサービスをご用意しています。
【 ミニプレゼン 】１１月８日（木 ）実施予定

全業種（ 業種問わず ）
ウイン・コンサルの「データ活用支援サービス」
で業務の最適化を
蓄積されたデータの活用に悩んでいませんか？お客様のご
要望に応じて、課題の洗い出し、データ活用方法の検討か
ら、データ分析、結果のシステム実装まで、お客様に寄り添い
トータルサポートいたします。まずはお気軽にご相談を！
【 ミニプレゼン 】実施しません

１１月９日
（ 金 ）実施予定

株式会社流研

中央システム株式会社

株式会社ウイン・コンサル

TEL.011-232-1371
担当：イノベーションシステム部 熊谷 英祐

TEL.011-222-8018
担当：札幌支社 徳畑 秀俊

TEL.03-3261-0915
担当：ソリューション事業部 佐藤 康太郎

自治体、官公庁、バス事業者（ 路線バス、送迎系バス）等

広告、小売店、飲食店、教育機関、公共機関、医療機関、その他各種業種

『 バスキタ！』、
『さっぽろグルメクーポン』

バスロケーションシステム『 バスキタ！』や観光向け
アプリ『さっぽろグルメクーポン』をはじめ、様々な
アプリ・システム・コンテンツを、企画から保守まで
ワンストップ・トータルに提供します。

歪んだ映像の簡単補正システム

ゲームコントローラを使用し、プロジェクターから
投 影した歪んだ映 像のデジタル補正や変形、回転
を行うソフトウェアです。低位置から床面投影を行
うことで影が出来にくい投影を実現し、歩行者の視
線の先に情報を表示することが可能です。

全業種（ 業種問わず ）
働き方改革をサポートする「オフィスアシスト」
日立「S-integral」のユニファイド・コミュニケー
ションツール「 オフィスアシスト」は、スケジューラ
やプレゼンス、チャットなどとの連携により、オフィ
スコミュニケーションの更なる効率向上、コスト削
減、安心・安全の向上をサポートします。

【 ミニプレゼン 】１１月８日（木 ）１～２回実施します

【 ミニプレゼン 】１１月８日（木 ）
11: 00、
15 : 00に実施します

【 ミニプレゼン 】１１月８日（木 ）１～２回実施します

１１月９日
（ 金 ）１～２回実施します

１１月９日
（金）
11: 00、
15 : 00に実施します

１１月９日
（ 金 ）１～２回実施します

株式会社メディア・マジック

株式会社テクノフェイス

株式会社北海道日立システムズ

TEL.011-621-2500
担当：第１開発部 越後 智介

TEL.011-242- 6606
担当：事業推進部 前崎 太志

TEL.011- 281-7351
担当：産業流通営業部 斉藤 忠輔

＜お問い合わせ先＞
北のITシーズフェア2018

スタンプラリー

一般社団法人 北海道ＩＴ推進協会
〒060 - 0002 札幌市中央区北２条西３丁目1-16
太陽生命ひまわり札幌ビル２階

TEL: 011-590-1380

info@hicta.or.jp

