
抽選会 
フェア 

特別価格 
ノベルティ 
プレゼント 

金 10.12 
10:00-16:00 

シーガイアコンベンションセンター 
2F  ジブラルタルルーム 

時間 

場所 

入場料 無料 

、 、 などの 
及び 、

に関する展示会を開催致します。 
各対策の専門企業を招き、 も実施致します。 

【後援】 

コ  ン  セ  プ  ト 

、 、 などの 
及び

に関する展示会を開催致します。 
各対策の専門企業を招き、 も実施致します。 

セミナー 

【主催】 

【出展企業】 

宮崎県内各種業社様に向けたIT化の発展と推進支援を目的としたフェアです 

【ITカスタマーズフェア 事務局/問合せ先】 
IT支援協議会事務局/株式会社アシストユウ TEL：0985-83-4217  
   〒880-0834 宮崎県宮崎市新別府町前浜1401-30    担当：新森 

         http://www.assistyou-m.com/   

MICS本体製造 

  E-mal:info@assistyou-m.com   
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会場は 
こちら 

不審者事前検知 ＋ 屋外専用初！工事なし簡単設置 ＝ MICS-AI 

■MICSの特徴■ 
 オールインワンで簡単設置  
 電源ON3分で映像配信 
 メンテナンスフリー 
■AI＝人検知 
  
■DEFENDER-Xの特徴■ 
 不審者を事前に検知可能 
 テロ対策 
 録画データでの解析も可能 

日本発 予知画像解析 

＋ 

見積から原価管理まで社内データの一元管理 

消防設備点検・定期管理・メンテ・補修工事 

 NASを用いたBCP対策 

 
社内のデータを遠隔地やクラウドにバックアッ
プし、たとえ被災や有事の際にも、事業を中断
させないソリューションをご紹介します。その
他、お客様の規模に合わせたネットワーク製品
をご紹介します。 

マウスコンピューター社の、CAD向けPCや防
塵・耐衝撃タブレットなどを展示。 

 

官公庁積算システムで見積精度と時間短縮 

様々な局面に柔軟に対応していくためには、
豊かな経験値に基づいた戦略とそれを支える
高度な技術、そして手になじんだツールが不
可欠です。 
 
最新の『Gaia10』は、 
「積算精度」を追求するため、 
各発注者ごとの積算に必要な 
情報・条件などお客さまの  
積算ノウハウを反映できる             
仕組みづくりにこだわりました。 

BCP対策製品・ディジタルサイネージ 

官公庁積算システムで見積精度と時間短縮 

公共建築工事(営繕)内訳書作成支援システム 
宮崎県のPDF設計内訳書の取込み可能！！ 
 
業務効率アップ・積算精度アップ・受注力強化 
 
【宮崎県が採用しているRIBCに準拠！】 
事前･事後公表の内訳明細作成業務をお手伝いし
ます。 
 

設備業者向けCADで図面作成の手間を削減 

参考出品 “AI×CAD” 
AIによる手書き図面のCAD化 

自動作図で楽々作図 

1.使い慣れたOfficeアプリケーションの操作性を実現 
2.PDF、紙図面等の利活用で作図工数を大幅削減 
3.自動作図機能で申請図面、各種書類も簡単作図 
4.自動材料拾いで積算業務を効率化 

【給排水申請・上水道本管工事向け】 

「ANDES水匠 for 申請」「ANDES水匠 for 本管」 

【電気設備工事向け】 

「ANDES電匠」 

施工プロセスをICTの側面からバックアップ 

新しい上出来 
「上出来BEST８」 

データの共有がより強化さ
れ、現場データの多人数同
時作業が可能に！「オー
ナー・ゲスト」機能を実装
し、安全な同時作業を可能
にしました。 

TS出来形対応製品やMC/MG対応製品はもとより、
電子小黒板対応Androidアプリの「現場カメラ」
や、i-Construction対応「Cons-FIELD 3D」で
作業効率がUPします。 
 

最新複合機でコスト削減 

当日は複合機をご用意 

ネットワークセキュリティ強化で情報漏洩対策防止 

プリンター、複合機、コピーなどの
製品情報やMDS（マネージド ドキュ
メント サービス）、ソリューション
を提供し、オフィスワークを支援し
ます 

複数の異なるセキュリティ機能を一つのハード
ウェアに統合し、集中的にネットワーク管理、
つまり統合脅威管理する機器もご紹介します 

官公庁積算システムで見積精度と時間短縮 

様々な局面に柔軟に対応していくためには、
豊かな経験値に基づいた戦略とそれを支える
高度な技術、そして手になじんだツールが不
可欠です。 
 
最新の『Gaia10』は、 
「積算精度」を追求するため、 
各発注者ごとの積算に必要な 
情報・条件などお客さまの  
積算ノウハウを反映できる             
仕組みづくりにこだわりました。 
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●本券持参で会場への入場が可能となります。 
●必要事項の記入もしくは、名刺を貼付ください。 

御社名 

ご所属・御役職 

ご住所 

T E L 

お名前 

F A X 

E-mail 

〒 

●簡単なアンケートにもご協力ください。 
●該当する項目に☑を付けてください。 

今回の来場の目的を教えてください。（複数回答可） 

□気になる商品の見学   □招待券をもらったから   □口コミで聞いたから   □その他[            ] 

1 

どの企業の商品に関心がありますか？（複数回答可） 

□株式会社アシストユウ（モニタリングミックス）  □株式会社ISM（みつもりくんie）  □NECネッツエスアイ株式会社（DefenderX） 
□石田データサービス株式会社（本丸EX/二の丸EX/拾い武者/PlannerEX)  
□株式会社オプティム（画像解析）  □京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社（複合機/UTM） 
□株式会社共立電照（LED）  □株式会社システムズナカシマ（電匠/水匠）  □有限会社ハイ・クリエイト（上出来BEST8）  
□株式会社バッファロー(ネットワーク機器）  □株式会社ビーイング（Gaia10)   □株式会社マウスコンピューター（パソコン・タブレット） 

2 

関心のある商品について希望する項目を教えてください。（複数回答可） 

□資料を請求する    □より詳しい話を聞きたい   □デモを希望する   □見積を希望する 

3 

関心のある商品について導入時期について教えてください。 

□すぐにでも   □デモ及び御見積   □3ヶ月後   □6ヶ月後   □1年後   □その他[           ] 

4 

抽選日時 2018年10月12日 

時    間 10:00-16:00 

◆本券1枚に付き1回抽選となります。◆本券は当日のみ有効となります。 
◆抽選会は券があればどなたでも参加できます。（※先着順 ※お一人様一回） 
◆商品は当日引き換えとなります。上記時間外の商品交換は致しかねます。 
◆当選商品外との返品交換は受付できませんので、予めご了承ください。 
◆商品不良は、3日以内にお申し出ください。（受付は機器のみとなります） 

業種 

お客様情報 

     ー    ー      ー    ー 

アンケート 
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11：00 

11：30 

12：00 

13：00 

14：00 

14：30 

15：00 

■1社あたり30~60分程度のセミナーです。 
■すべてのセミナーにご参加いただけます。  
■先着順となります（予約できます） 
■各開始時間5分前までにお席へお座りください。 

お名前① 役職・担当 

お名前② 役職・担当 

A 

Ｃ 

D 

E 

F 

講師：株式会社システムズナカシマ九州オフィス所長 岡本泰弘氏 
図面上に作図された手書き部品を学習し手書き部品の 
自動認識及びＣＡＤ図形部品への自動変換を行います 

講師：京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社 竹内俊一氏 

京セラが推奨するセキュリティ対策をご紹介します 

講師：有限会社ハイクリエイト 後藤隆志氏 

データの共有がより強化され、「オーナー・ゲスト」機能の実装により、現場
データの多人数同時作業が可能になった上出来BEST8を紹介します 

本当にその工事で利益はでてますか！ 
一元管理、原価管理の必要性を紹介します 講師：石田データサービス株式会社 取締役部長 甲斐淳一氏 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

参加ご希望のセミナーにチェックを入れ、社名とお名前をご記入しFAXください。 

講師：株式会社アシストユウ専務取締役 小幡祐己（小畑修一氏 予定） 

B 
講師：株式会社オプティム 鈴木浩嗣氏 

現在のAI技術の取組をご説明予定です 

MICSを使用して、セキュリティ及び働き方改革の紹介をします      

14：00 

15：30 

連絡先       －     － 

【ITカスタマーズフェア 事務局/問合せ先】 
IT支援協議会事務局/株式会社アシストユウ TEL：0985-83-4217  
   〒880-0834 宮崎県宮崎市新別府町前浜1401-30   担当：新森 

         http://www.assistyou-m.com/     E-mal:info@assistyou-m.com   

G               予備 
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