
厳しい経済環境の中、 企業の IT 投資は縮小傾向にあります。 しかし IT 投資こそ、 この経済不況を打破していくため

に必要なものではないでしょうか。

「インターコム ソリューションフェア 2009 in AKIBA」 では、 不況時にも投資意欲が高いといわれる“環境・エコ”と

“コスト削減”をテーマに、インターコムならびに協力会社17社が厳選した最新ITソリューションをご提案いたします。

今、 お客様に必要な商品・サービスがここ秋葉原に集結しました。 ぜひお越しください。

不況に勝つIT投資は、「環境・エコ」＆「コスト削減」ソリューションへ

セミナー会場セミナー会場

展示会場展示会場

事前登録（セミナー登録）および最新情報はこちらから http://www.intercom.co.jp/i f2009/

●PDF帳票作成･変換専用システム「iPDC Server」（アイエステクノポート）

●Web-ERP「GRANDIT」（インフォベック、ウチダユニコム）

●電子帳票システム「Pandora-AX」（NTTデータ ビジネスブレインズ）

●デコール 統合通販ソリューション（オー・エイ・エス）

●CTIシステム「見えTEL君」（サクシード）

●手書き/活字帳票OCR「FormOCR v.4.0」（メディアドライブ）

●普通紙帳票対応FAX/OCR「伝匠」（リコーITソリューションズ）

FAX・通信ソリューション
●人事管理ソフト「人事大臣NX」（応研）

●業務効率化のスタンダード「奉行 iシリーズ」
　　　　　　　　　　　　　　　　（オービックビジネスコンサルタント）

●新製品MFP iR-ADVANCE連携によるドキュメントソリューション
　　　　　　　　　　　　　　　　 （キヤノンシステムアンドサポート）

●給与・就業管理システム「PCA給与9V.2R7シリーズ」

　　　　　　　             「たんぽぽクロノス」（ピー・シー・エー）

●複合機ソリューション＆beat（富士ゼロックス東京）

●複合機ソリューション「Operius」（リコー販売）

総務人事ソリューション

業務効率化ソリューション
●印刷コスト削減ソリューション（ミツイワ）

●給与明細ペーパーレス配信システム「Web給金帳シリーズ」

●流通BMS対応EDIパッケージ「Biwareシリーズ」

●情報漏洩対策・IT資産管理・内部統制強化「MaLion 2.0」

●ストレージ監視＆バックアップ「SmartHDD Manager 2.0」

●SaaS/ASP型リモートサポートツール「LAPLINK ASP 2」

●高速・高機能リモートコントロールソフト「LAPLINK 12」

●大規模回線FAXサーバー「まいと～く FAX Center」

●中規模回線FAXサーバー「まいと～く FAX Server 6」

● IVR・FAXシステム構築ソフト「まいと～く VoiceFAX Center」

●印刷コスト削減ソリューション「SuperPrint Utilities」

インターコム・ソリューション

新製品も展示

いたします。

新製品も展示

いたします。

UDX GalleryUDX Gallery

協力：株式会社アイエステクノポート

       株式会社インテック

       インフォベック株式会社

       ウチダユニコム株式会社

       株式会社NTTデータ ビジネスブレインズ

お客様の状況に応じた最新ITソリューションをご提案します。

主催：株式会社インターコム

メディアスポンサー：株式会社BCN 

（五十音順、敬称略）

応研株式会社

オー・エイ・エス株式会社

株式会社オービックビジネスコンサルタント

キヤノンシステムアンドサポート株式会社

サクシード株式会社

ピー・シー・エー株式会社

富士ゼロックス東京株式会社

ミツイワ株式会社

メディアドライブ株式会社

リコーITソリューションズ株式会社

リコー販売株式会社

株式会社リテイルサイエンス

展示コーナー

セミナープログラムについては裏面をご覧ください。

 インターコム
ソリューションフェア
 2009 in AKIBA

 インターコム
ソリューションフェア
 2009 in AKIBA
(セミナー＆展示会)(セミナー＆展示会)

2009年12月 9 日  10：30～17：00
2009年12月10日  10：30～17：00 

会場：秋葉原 UDXギャラリー／入場：無料（事前登録制）

（懇親会：12月10日のみ 17：15～）



セミナープログラム（無料・事前登録制）セミナープログラム（無料・事前登録制）

■ご参加に際して■ ※セミナーおよび展示内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。※各セミナーではお席を十分ご用意しておりますが、万が一満

席の際にはお立ち見とさせていただく場合がございます。お早めにお越しください。※受付、アンケートなどでお預かりした個人情報は、本イベントの主催および協力会社、スポンサー

会社からの商品・サービスなどのご案内に利用させていただきます。※株式会社インターコムでは、お客様の個人情報は弊社「個人情報保護方針」に基づき厳重に管理いたします。

事前登録（セミナー登録）はこちらから

http://www.intercom.co.jp/if2009/
全セミナー終了後に懇親会を開催します。ご来場の方々との

情報交換の場にお役立てください。お食事とお飲み物、豪華賞

品が当たる抽選会をご用意いたします。ぜひご参加ください。

懇親会（12月10日のみ、17: 15～） 大抽選会
 開催！

ネットブック ほ
か

 豪華賞品が

当たります

お問い合わせ：株式会社インターコム  〒110-8654 東京都台東区台東1-3-5 反町ビル  TEL(03)3839-6775  h t t p ://www.intercom.co. j p/お問い合わせ：株式会社インターコム  〒110-8654 東京都台東区台東1-3-5 反町ビル  TEL(03)3839-6775  h t t p ://www.intercom.co. j p/
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ピー・シー・エー株式会社 様

不況を勝ち抜く為の人財活用
～人事・勤怠・給与システムの導入効果～

応研株式会社 様

中小企業でやさしく使える
人事管理システムの活用ポイント

メディアドライブ株式会社 様

FAX-OCRシステムにおける
効率よいオーダーエントリーのご紹介
FormOCR + イメージマネージャfor FAXOCR

株式会社インターコム

給与明細の電子化でコスト・手間をカット！！
明細配布コストを削減する

「Web給金帳」新バージョンのご紹介

オー・エイ・エス株式会社 様

通販コールセンター成功のカギは
「絆マーケティング」

インフォベック株式会社 様

次世代WEB-ERP「GRANDIT」のご紹介と
「まいと～くFAX」との連携による相乗効果

株式会社リテイルサイエンス 様

中小企業における
流通BMSの導入・運用の課題と対応

株式会社オービックビジネスコンサルタント 様

平成22年度4月施行 
改正労働基準法のポイントと
奉行シリーズを活用した対策例のご紹介

株式会社インターコム

すぐできる、効果がわかる、
印刷コスト削減

ごあいさつ

株式会社インターコム

冗長構成 FAXサーバーシステム
「まいと～く FAX Center」がもたらす
コストメリットとビジネスチャンス

オー・エイ・エス株式会社 様

株式会社インターコム ごあいさつ 株式会社インターコム

通販コールセンター成功のカギは
「絆マーケティング」

株式会社紀文食品様向け
FAX受注支援システム
FAXサーバーリプレース事例紹介
株式会社インテック 様
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